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･‖■ー評源資 査 事 業

繁永裕司 ･安部 謙 ･渡辺俊輝 ･河野光久 ･天野千絵*

目 的

我が国周辺の漁業資源の適切な保全及び合理的･持続的

な利用を図るために､必要な基礎資料を整備し資源評価を

行うことが目的である｡なお､この事業は独立行政法人水

産総合研究センターの委託で行われたものである｡

1 生物情報収集調査 (水揚量調査)

方 法

水産庁の定める平成 21年度資源評価調査実施計画書に基

づき以下の調査を行った｡

対 象 魚 種 調 査 方 法 調査時期 .回

数マアジ､マサバ､マイワシ､カタクチ 対象魚種について山口県日本海側の漁獲統計資料を収

周年イワシ､ウルメイワシ､ブ

リ 集する○対 象 魚 種 調 査 方

法 調査時期 .回数マダイ､ヒラメ､キダイ､あまだい類､ ･漁' ､ り漁獲量 .漁業種

類別年齢別漁獲尾数 周年ケンサキイカ､ヤリイカ､スル

メイカ､ --マダイ､ヒラメトラフグ､タチウオ､ウマヅラハギ､ ･漁 り漁獲量 .月

別漁獲量--.キダイ､あまだい類､ソウハチ､ムシガレイ ケンサキイカ､ヤリイカ､スルメイカ

､トラフグ､タチウオ､ウマヅラハギ

･小型底びき網漁獲量--ソウハチ､ムシガレイ

2 生物情報収集調査 (体長組成 ･

精密測定)対 象 魚 種 調 査 方 法 調査時期 .回数マアジ､マイワシ､ウルメイワシ

､カ 対象魚種の魚体測定を実施するo 周年 (月1回)タクチイワシ､ブリ

測定項目:体長､体重調査市場 :仙崎

または特牛 ブリは4- 8月対 象 魚 種 調 査 方 法 調査時期 .回数マダイ､ヒラメ､ケンサキイカ､ソ

･漁業種翻 り魚体測定--マダイ､ヒラメ (仙崎 .萩市場) 周年 (月1回)ウ-チ､ムシガレイ､ トラフグ､

キ ･いか釣り漁業魚体測定--ケンサキイカ (仙崎市場) ソウハチ､ムシガレイ､ダイ ･小型底びき網漁業魚体測定--ソウハチ､ムシガレイ､キダイ (仙崎市場)

･体長測定--トラフグ (下関唐戸魚市場(#)南

風泊市齢) キダイは年4回3 標本船調査漁 業 種 類 対 象 魚 種 調 査 方 法

調査時期 .回数棒受網漁業 マイワシ､ウルメイワ 棒受網漁

船1隻に漁獲日誌の記帳を依頼するo 周年シ､カタクチイワシ 標本船所属漁協 :角島漁協 (下関市豊北町)

小型底びき網 キダイ､ソウハチ､ムシ ｣嘩底び

き網第1種漁船に漁獲日誌の記帳を依頼 周年 (ただし､/]嘩底びき網漁業 ガレイ するo 漁業禁漁期

間 6､7月を除く標本船所属漁協:山口県



4 沖合海洋観測等調査

調査船 ｢くろしお｣(119トン)により､観測定点 17点

においてCTD観測､AW 勧 (i,計量亀探調査､クロロテッ

ク調査を実施し､水温 ･塩分､透明度､流況､卵稚仔､魚

群量及びクロロフィル量を観測した｡

5 新規加入呈調査

調査船 ｢くろしお｣(16トン)により､5､6月に採集定

点8点においてニューストンネットを曳網し､マアジの稚

仔魚の採集を行い､新規加入量を把握した｡

6 沿岸資源動向調査 (イカナゴ)

調査船 ｢第2くろしお｣により､深川湾で9月に親魚現

存量調査 (から針使用)､2月に稚仔発生量調査 (ボンゴネ

表 1 資源水準 ･動向一覧表

ット使用)を行った｡

結 果

収集･整理した資料を (独)西海区水産研究所及び (独)

日本海区水産研究所に報告した｡関係各県の資料がとりま

とめられ､西海区ブロック資源評価簸 瀬戸内海区資振

評価会議､日本海区ブロック資源評価会議及びスルメイカ

資振評価会議で資派評価が行われた｡なお､山口県に関わ

る平成21年度資甑水準･動向の一覧は表1のとおりであるO

海糊 llの調査結果については､｢資源管理体制強化実施推

進草葉｣の項で報告した｡

イカナ瑚 査結果については､福岡県と共同で ㈲ 西

海区水産研殉軒に報告した｡親魚及び稚魚ともに全く採取

されなかった｡

魚 種 系 群 資源水準 資源動向

マ ア ジ 対馬

暖流 中位 減少マ サ バ 対馬暖流 低位 増加

マ イ ワ シ 対馬暖流 低位 増加

カタクチイワシ 対馬暖流 中位

増加ウル メイ ワ

シ 対馬暖流 低位 横ばいプ リ

中位 増加マ ダ イ 東シナ海

.日本海西 中位 増加ヒ ラ メ 東シナ海 .日本海西 中位 横ばい

キ ダ イ 日本海 .東シナ海 中位 横ば

いあ ま だ い 類 東シナ海 低

位 横ばいケ ンサ キイ カ 日本海 .東シナ海 低位 横ばい

ヤ リ イ カ 対馬暖流 低位 横ばいス ル メ イ カ 秋季発生群 高位 横ばい

冬季発生群 中位 横ばいト ラ フ グ 東シナ海 .日本海 .瀬戸内海

低位 減少タ チ ウ オ 東シナ海



資源管理体制強化実施推進事業

漁況･海況予報関連事業

(資源評価調査事業､外海漁業管理技術開発調査研究事業を含む)

渡辺俊輝 ･繁永裕司

目 的

漁況 ･海況予報の基礎資料とするため､山口県日本海側の

主要市場における浮魚類の漁獲統計を収集 ･整理するととも

に､漁業諏査船などにより海洋観測を実施する｡調査 ･解析

結果は､操業に役立ててもらうため､関係者にFAXやウェブ

サイ ト等で情報提供する｡

方 法

1漁況訴査

(1)代表市場の漁獲統計の収集･整理

浮魚類の漁況を把匪するために､代表市場における漁業種

類別 ･魚種別 徐師岡IDの漁獲量を整理した(表 1).

表1調査市場､漁業種類および対象魚種

調査市場 い 対象魚種

漢 棒受網 .すく カタクチイワ
シ､ウルメイワい網 シ

､マイワシ､マアジ印崎 小型まき網 . カ
タクチイワシ､ウルメイワすく

い網 シ､マイワシ､マアジ山口県日
ヽ 中型まき網 マア

ジ､マイワシ(2)浮魚類の漁況予報過去の漁獲統計

や柵 rJの結果などをもとに､マアジとウルメイワシに

ついて漁況予報を実施した｡2海況調査(

1)漁業訳査船｢くろしお｣による榊 測平成21年4月～22年3月までの12回､図11鯛 fJ点

でm による水温 ･塩分の観測を実施した｡(2)萩一見島

定期旅客船rおにようず｣による海洋観測(有)萩海運に委託

して､萩一見島間を運航する ｢おにようず｣により､1日1回 (ただ

し欠航日は除く)､午前9時頁､-3-萩沖NNW15海

里での表層水温の観測を実施した｡水鵬 装置による航路上の水温デ｣タの収録(2-3秒お

きのデータ収録)も引き続き実施した(3)青海島通

定置網に取付けた水温ブイによる海洋観測通定置網に水温自動額測ブイを取付け

､4層(1,10,20,3h)水温

の連続観測 (測定間隔10分)を行った｡129o E 130oE 131oE 132o

E図1榊 測点固く点線は沖合域と沿岸域を区分するラインで

､矢印はrおにようず｣の蜘 臥 星印は通定置網の位置を示す｡)

結 果1漁況訳査平成21年の浮魚類の漁況

は以下のとおりであった｡なお､文中の平均値とは2004-2008
年(5ヶ年)の平均を､前期とは4-8月を､後期とは9-12月

を'jtT.(1)マアジ中型まき網による前期の漁獲量は､

1804トン(平年比95%)で平年をやや下回った｡特に



量は､2.0トン(平年比40%)､後期は0.1トン(平年比43%)

であった｡

(2)マイワシ

中型まき網による前期の漁獲量は､0.5トン(平年比3%)､

後期にさお牌 デがなかった 湊市場における棒受網 ･すくい

網による前期の漁獲量は､ヒラゴ(10cm以下)銘柄を主体に

142トン (平年比771%)と平年を大きく上回ったが､後期に

さ水 揚げがなかった｡

(3)カタクチイワシ
l

湊市場における棒受網 ･すくい網による前期の漁獲量は､

小･中羽銘柄を主体に720トン(平年比46%)､後期はシラス

を主体に26トン(平年比15%)と低調であった｡

(4)ウルメイワシ

湊市場における棒受網 ･すくい網による前期の漁獲量は､

小 ･中羽､ウルメ仔銘柄主体に141トン (平牢比 100%)で

あった｡後期にi淵 デがなかった｡

(5)特記事項

平成21年5月11日:長門市青海島北沿岸でシャチブリの稚

魚を採賄､7月 15日:例年より約 1ケ月早くエチゼンクラゲ

を初確認､4-づ月:ケンサキイカ漁不漁､8-12月:棒受網シ

ラス漁 ･ウルメイワシ漁が不漁のまま終了､平成 22年 1月

29日:長門市大日比漁港でリュウグウノツカイ掬 亀

(6)浮魚類の漁況予報

マアジとウルメイワシの漁況予測を行い､漁海況情報 (マ

アジ:平成21年7月3日付け第403号､ウルメイワシ:平成

21年9月15日付け第415号)に掲載した｡

2海況調査

(1)漁業調査船｢くろしお｣による海洋観測

海糊 Uの実施択況を表2に､結果を表31凍 れ 2009年
11月､2010年1月および3月は､時化により7点 (stn.1-

5T)の観測のみとなった｡勧 叫結果iお魚海況情報により､関

係者に情報提供した｡また､勧 lJ翌日から3日間､観測結果
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を仙崎漁業無線局から定時に放送した｡2009年は春季(4-5

月)に水温が高め､塩分が低めであったのが特徴である｡

表2｢くろしお｣による榊 測実施年月日

回次 観池上年月日 勧 lL点数

第1回 2009年4月6-

7日 17点第2回 2009年5

月7-8日 17点第3回 2

㈱ 年6月1-3日 26点第4回

2009年7月1-3日 26点第5回 2009年8月4日､10-11日 26点

第6回 2009年9月2-4日 26

点第7回 2009年10月1-2

日 17点第8回 2009年11月

19日 7点第9回 2009年12月

1-2日 17点第10回 2010

年1月16-17日 7点第11回 2010年2月8- 8 日

17点第12回 2010年3月 27- 28 日 7点表3海況の概要水温桝 区分 /- 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 l

沖合域 050 十十 ++ I + I - ++ + +.十十 + ± +
± - I - ±100 + ±

I ± ± - I 辛沿岸域 050 十十 + 芋 + - - 十十十 - 十十 - ± ±++ ++ ◆+ + I -

+ - + - I ±100 ++ ++ + 十++ ± I + +

+ ± ±塩分

海域区分 深 く■) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1

月 2月 3月 l沖合域 050 - -
I 事 ± + ± - II - ± + ± - I100 - - 7: I I

-沿岸域 0 I ± ±+ ±+ ++ ±+ ±+
- I I -50100 -

- ± 千 午 - 辛I II -【儀蓋の 目安 ] 高 め 低

め 徽 轟 ■ 豊 発 生 鼻 度平年並 み ± (プ ラ ス基{)

7=(マイナ ス墓 { ) ○.6■以 下60- I.3

3q～2.0.0■以上すα お よそ 2年 1回や

や

+ -. 0. お よそ 3年 1回かなり

++ 1. およそ 7年1回叢だ 十十

十 2 およそ 22年1回水札 ･

塩分の平均儀 :1964-2000年の平均■[■差の目安】=(To-TL)/q ここで､To:徽alt

､TJL:平均t､q:儀準儀善沿岸域:SthI-4,15-26､沖合嶋:sth.



日本周辺国際魚類資源調査委託事業

安部謙 ･河野光久

目 的

北太平洋におけるまぐろ類の資源評価に必要な資料を収集､

整除することを目的として調査を実施した｡

本事業は､(独)水産総御許究センターから受託して実施し

たもので､本県は県内主要市場i淵 ヂされるまぐろ類の水

揚i欄 査を担当した｡調査結果については､㈲ 水産練合研

究センターに報告し､｢平成21年度日本周辺国際魚類資源調

査委託事業報告書｣として取りまとめられた｡

材料と方法

1市場伝票調査

①山口県漁協萩地方卸売市場 (以下､萩市場)

同市場職員に依頼し､2009年1-12月に水助ヂされたま

ぐろ類について､月別､漁法別､銘柄別､水勘勝 りの水

揚量と水揚尾数を調査し7㌔

②山口県漁協仙崎地方卸売市場 (以下､仙崎市場)

2∝沿年1-12月に水線げされたまぐろ類について､月別､

漁法別､銘柄別の水場量を集計した｡

2 市場測定調査

①萩市象

同市場職員に依頼し､2(X泊年1-12月i瑚 卦ヂされたま

ぐろ類について､効 鵠rJ､銘柄別､人数別に無作為に抽出

して､尾叉長と体重を測定した｡

②仙崎市場

市場調査時にまぐろ類の水助デがあった際には漁業種類

を確終し､原則として全数の尾叉長を測定-した｡

結果及び考察

1市場伝票調査

①萩市場

クロマグロ水揚量は､前触 9.8% (平年比95.7%)

n230.7トンと好漁だった前年を大きく下回ったが､平年

並みの水執デであった｡
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銘柄別では､水揚げの主体である ｢ヨコワ｣ (10kg以

刊 が､前年七日7.6% (平年比91.6%)の213.8トン､73,

622尾､ ｢ヒッサゲ｣ (10-20kg)は､青枇 44.6% (平

年七日25.0%)の15.0トン､1,669尾､ ｢マグロ｣ (20kg

以_D が前枇 7.3% (平年比阻 1%)1.9トン､51尾の

水l数千であった 俵 1).

｢ヨコワ｣の月別の水飴状況をみると､好漁であった

前漁期の終期である1月にまとまった漁獲があったもの

の､例屯 盛漁期となる11､12月の水揚量は､前年比22.

2% ㈱ 出5.5%)伽 1.0トンと前年を大幅に下回った

(表2)0

漁業噺 Uのクロマグロの水揚量の比率ま､曳縄釣り

が91.0%､定置網が8.9%であり､例年同様に曳縄釣りが

主軒であった (表2)0

②仙崎市場

クロマグロの水組 ま､80.5トン 脚 2.6%)で､6

月に一本釣り (曳縄釣りを合も再でまとまった漁獲があっ

たものの､萩市場と同様に前年を大きく下回った (表3)0

2 市場測定調査

①萩市場

2009年は､クロマグロの水執萄ミ毎月あり､盛漁期となる

11､12月に水揚げされたヨコワは､FL52-53cmにモード

が-つみられた

②仙崎市場

1月から12月の間に704尾のまぐろ類の測定を行った｡測定

した704尾中クロマグロは691尾 (FL:30-160cm､曳縄

釣り主附 で､他はコシナガ (FL:41-57cm､定置網主

榊 であった｡



表 1 萩市場 にお けるク ロマグ ロ水揚量 (kg)の推移

9̀3 9̀4二
17,125 143,817

1,243 1,228

3,192 2,364

9̀5 9̀6 9̀7=二二二= 二二二二二二二
149,901 365,455 68,002

2,225 33 5,824

4,731 6,341 10,826

9̀8 9̀9 2000二二二二二二二二二二二二二二二二
75,144 101,474 220,920

1,979 4,669 31,993

12,426 9,542 74

西唇年 1992
ヨコワ 17,701

ヒッサゲ 6,040

マグロ 14,737

クロマグロ計 38,478 21,560 147,409 156,857 371,829 84,652 89,549 115,685 252,987

西暦年 0̀1 102 0̀5 0̀4L 0̀5 0̀6 0̀7 ∴ [6百 0̀9
ヨコワ 162,905 25,111 92,094 216,256 124,361 51,948 206,835 567,990 213,761

ヒッサゲ 4,560 945 5,461 3,297 4,230 5,936 3,529 6,148 15,039

マグロ 525 0 0 1,600 3,377 2,058 2,387 5,186 1,932

クロマグロ計 167.990 26.056 97.555 221.153 131.968 59.942 212.751 579.324 230,732

表 2 萩市場 にお けるク ロマグ ロの漁 業種類別 ･銘柄別水揚状況 (kg)

2009年
ヨコワ ヒッサデ マク寸ロ ヨコワ ヒッサデ マク寸口 計

1月 110,068
2月 4,773
3月 2
4月 72
5月 112
6月 836
7月 144
8月 285
9月 913

10月 305

11月 50,538
12月 40,411

379
0
0
0
5

0 110,447
0 4,773

2
27

0 117

19 449 1,304
0

137
244

0
114
93

37 181
14 436

0 1,157
0 305

96 50,748
0 40

2,911 6,726 348
2,113 7,017 808

47
0
5

22
7
0
0

0
0
67

124 0
62 105
0 0
0 0
12 39
0 0
0 36

0 0
0 0

9,985
9,938

171
167
5

22
58
0
36

0
0

106 0 173

2009年計 208,459 991 596 210,046

2008年計 542 800 4,743 548

5,172 14,047 1,336 20,555

25,336 5,348 443 31

※一本 釣 りの漁 獲 量 を含 む｡

表 3 仙 崎市場 にお けるク ロマグ ロの漁 業種類別 ･銘柄 別水揚状況 (kg)

2009年 定置網 一票 り しいら漬 さし網 孟設 計

月

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

月

1

2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

日H
H

r=

9,422 37,076

ll,729 3,147
412 24
42 46
160 697

5 8,736
181 135
0 658

127 283
0 22

0 1,081
185 4.596

0

0
0
0
0
1
0
0
0

24
I

日日

9

0
0
0
0
0
0
5
0
0
0

0

4 26 46,573

0
0
0
5
0
19

14,876
436
88

862

10,162
407
781
420
32

0 1,081
4.781

2009年計 22,263 56,501

2008年計 21,293 76,683

※ 1 曳縄 釣 りを含 む｡

※ 2 延 縄 ､棒 受網 等 に よる水 揚 量｡

260 80,499二 二二二二二二二二二二二
53.301 153.066

塾
一6

L旦呈主~~~~~‥:二二二二二二~
1.729
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外海漁業管理技術開発調査研究事業

(1)漁 海 況 情 報 の 提 供

天野千絵*･渡辺俊輝 ･繁永裕司

目 的

当センターの行った調査や収集した情報を提除することで､

漁業者の効率的な投薬等に役立てる｡

方 法

1 漁海淵報 の提供

当センターの行った調査船調査㈱ rJ､魚群分布諏査､

魚礁効果調査等)の終了後､結果を迅速に取りまとめ､関係

者に情報経供した｡

2 漁海況情報に関するアンケート

｢漁海酔情報に関するアンケート｣を､平成21年4月時

点での配信先103ヶ所(県内漁臨､県内外の水産関係機関等)

に対し実施い㌔アンケートの内容は､漁海況情報の必要性､

軽的内容の評価や要望､送信方法の見直しなどとした

結 果

1 漁海況情報の提供

本年度は､平成21年4月6日発行の通巻第391号から､

平成22年2月10日の通巻431号まで､計42回の情報を提

供した,また､関係者-の情報伝達の媒体を､｢漁海沢情報に

関するアンケート｣の結果 鮒 に基づき､要望に沿った

媒体 (EAX､メ-ソL,,ウェブサイト閲覧)で利用できるよう

に変更した

2 漁海況情報に関するアンケート

平成21年5月に 闇商況情報に関するアンケート｣を実施

した結果は､以下のとおりであった｡

｢漁海況情報の必要性｣については､対象機関の89%が ｢必

要､今後も提供を希望｣と回答した｡提供内容のうち､最もニ

ーズが高かったのは櫨 情報(50m､100m深水温､萩W 15

マイル表層水温の推移等)であった (回御幾関の89%)｡次い

でニーズの高い順に､漁模様､魚群分布､漁海況予報､魚礁の

位置､資源状態であった｡｢方､要望として ｢豊関地区の情報

が少ない｣､｢採介藻主体の支店では沖合の情報は役立たない｣

といった回答があった｡

従来の伝達鮭触まFAXが主体で､業務時間帯でのFAXの

長時間使用を避けるため､夜間の配信となり､関係者-の伝

達が遅くなる欠点があった｡そこでアンケートにおいて了解

の得られた機鄭こは伝達媒体をメ-ソレやウェブサイト閲覧に

変更した】また､魚群分布は､関係者の出漁時刻を考慮して

16時までの情報掛軸こ努めた｡

* 現 :水産研究センター 内海研究部
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外海漁業管理技術開発調査研究事業

(2)魚 群 分 布 調 査

天野千絵☆1 ･渡辺俊輝 ･河本 学*2 ･河村亮太*2

目 的

マアジ等の魚群量を計測し､魚群分布および水温情報を関

係者に提供する｡

方 法

1 魚群分布調査

平成21年4月30日および11月24日に､青海島～見島

を周回する調査線 (図1)において､くろしお搭載の計量魚

群撫知機 (古野電気社製FQ-70Q00 kHz,50kHカ)を用いて

魚群分布を調査したっ本年度の調査では､4つの天然礁にお

ける調査点 (横頼(GY)､アサリ瀬 ¢A)､/l潮瀬 ¢o)､カキ

ノ瀬 (GK))を新たに設けた (図1)Oなお､調査時の船速は

10-11ノットとした,計軸 機の楠萱を保つために､

マイク校正を平成22年2月村山崎港で実施した｡
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.ヽ

4020

八 ･-i:.ミ畏 二

司
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350 00'N

34o 40'N

34020'N

図1調査線と概測点
●はCTD観測を実施した観測点､数字は測点
番号､英字は各天然礁の略記号 GY:構漉､

GA:アサリ漉､GO:小畑漁､GK:カキノ瀬を示

す｡

2 釣獲調査

航走中､魚群反応が濃かった海域と4つの天然礁で､サ

ビキ釣りによる釣獲調査を実施し､魚種碑銘を行なった,

3 海洋環境調査

図1の4点 (Sh.4020､3020､3030､4030)に加え､

11月24日には4つの天然礁(GY,GA,GO,GK)でも､CID観

測抑 1水温､塩分を測定した｡

4 魚群分布の情報提供

調査結果は､漁海況情報として調査当日の 16時までに

関係者にnlX送信した｡

結 果

1 魚群分布調査

調査時の魚探反応の結果を図2に示れ 4月30日の調査

では､アサリ瀬西で比較的濃い反応が見られた (図2伝)).

また､11月24日の調査では､観測点3020付近､横顔なら

びわJ僻 盛緋頗い反応が見られた (図2a))o

2 m

釣獲調査の結果は以下のとおりであった｡

4月30日､釣獲時間:ll:26-ll:45(19分間)､位置:北

緯34度51.68分､東経131度11.66分､水深:60m､淘姦

付近に反応､表面水温:16.9t､釣獲結果:マアジ6尾 (全

長18-2km).

11月24日､釣獲時間12:47-13:07C20分間)､位置:北

緯34度52.68分､東経131度7.22分(/j瀕瀬棚8､水深:

50m､表面水温:19.6℃､釣獲結果 :マアジ2尾 (全長 14

-15cm)o

3 海洋環境調査

調査時の水温鉛直プロファイルを図3に示した｡

4月 30日の舶鮎瑚 査した4点の表層と海底で0.56-

1.4g℃の差があり､表層の方が高かった (図3(a))Oまた､

11月24日には調査した7点の表層と海底で0.01-1.1訳この

*1現 :水産研究センター 内海研究部 *2 漁業調査船くろしお
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差があり､カキノ瀬以外では全て海底の方が高かった (図

30i))0

4 魚群分和 )情報提侯

調査結果は漁海沢情報 (4月30日発行･通巻第395号｣

130050-E

35000●N

34020TN

Ⅷ

120

131030■E

(a) 11月24日発行･通巻422%)により情報陛供した｡

これらの情報は､調査当日の16時までに関係者にnlX送信す

るとともに､海痕りネットウェブサイ トにも掲載

した｡130050

-E35000

■N魚

群庶応二= 一

挙 い噸 惣妙

音 沸く==⊃

少ない34020'N 131030

■E

(b)図2 魚群分布図((a)平成21年 4月30日､(b)11月24日 )

19.5(a) 20.5■一lIl一ttl一tlくb)

図3水温鉛直プロファイ ル((a)平成21年4月 30日
､

(b)11月24日)
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外海漁業管理技術開発調査研究事業

(3)カタクチイワシシラスの資源量推定に関する研究

渡辺俊輝 ･安部謙 ･中村武史*

目 的

本県水産加工業にとって重要な魚種であるカタクチイワシ

シラス (以下､シラス)の短期的な漁況予報を行うことを目

的とする｡この研究は(独)水産大学校との共同研究であり､

魚群分布調査 (音響秤動 を水産大学校､漁場環境調査と漁

況予測に関わる部分を当センターが担当した,

方 法

本年度は､漁況予報を行う際の参考にするために､過去に

実施した調査 (魚群分布調査､漁牌 をもとに､深

川湾における漁場勅裁メカニズムを調べた｡解析には､過去

3ヶ年(2006-2008年)に図1に示す海域において､第2くろ

しおで実施した調査(表1)の資料を用いた｡

13†06■E 13†08■E 13で10-E 13†12■E

340261N

34024TN

34022-N

図1調査海域固く●は漁場環境調査の観

測点､×は係留型流速計の設置位置､ラインは魚群分布調査のトランセクトを示デ｡)表1調査実施日

年次 漁期 漁場環境調査 魚群分布調査.年目II一票 雷-1 -6-6-6-蛋 -6-A--.-6-訂 -I-216-6-6-蛋-.--6-所 9--i-lblIL--1■--■■1-lJ-lL-----1■1-141p-t■----------------1■--■1----1■■----1一■■--IPr----JL--■■---I+lb-■■ll■----

I漁期後 2006年12月12日2年目 二==艶 二二二慧 諸 芸喜二二二二重 頭 重萱
漁期後漁期前 2008年

10月9日 2008年10月10日3年目 ･儲 登仙 -2･otg8諾 -1.一篭 絡 一一一-?-9-9･9-i_1･Q･
B-2･1-g 結果と考察魚群分布諏査に

より､昼間にシラスの分布する水深帯は､主に2h以浅と海底付

近であることがわかった)またシラスはパッチ状に分布する

傾向があった これらのシラス分布と､植物プランクトン (クロ

ロフィル)､動物プランクトン (かいあし類)の分布がおおよそ符号したことから､秋季

の深川湾では､植物プランクトンの多し噸域に掛物プ

ランクトンも多く､その周辺にシラス漁場が形成される一

連のメカニズムを推測することができたっ漁場県境調

査 (係留型樹 デ｣タの解析)により､シラス盛漁期に南向き (

湾沖合いから湾奥′弓 の流れが持続したことから､この継

続的な南向きの流れは､シラスの湾内-の輸送を促進し､

シラス漁況にプラス要因として作用したと考えられた｡ま

た､盛漁期における鼎亮要素 伽 臥 塩分､栄養観 クロロフィル

)の水平･鉛直分布の平均場によると､深川湾沖合の暖か

い海水の移流にともなって､栄泰塩から植物プランクトン (

クロロフィル)-連なる漁場形成の過程を定性的に理解

できた】これらはすなわち､深川湾の沖合に位置する湾内よ

りも暖かい海水のふるまいが､シラスの漁家形成 (湾内-のシラス輸

送)に関与していると考えられた｡解析結果の⊥部について､西海ブロック漁況･海況予報会



大型クラゲ調査実施事業

渡辺俊輝 ･繁永裕司

目 的

山口県沿岸から沖合に来遊する大型クラゲの出頭状況を把

握し､関係者に情報提供する｡

方 法

1洋上調査

漁業調査船 ｢くろしお｣および ｢第2くろしお｣により､

目視観測を実施した｡また､｢くろしお｣搭載の計量魚群探知

機 (古野電気社製 FQ70(200kh,50ktk))を用いて､図1に

示す調査線で､海中での大型クラゲのモニターを試射㌔ 計

量魚群探知機の設定は､パルス幅を 0.6rnsec､ビング間隔を

80回/min.､調査時の船速は3-4knotとした｡

130E 131E

35N

34N

図1計量魚群

探知機調査における訴査線(●はCTT)実施ポイントを示

す｡)2陸上調査定置網 (萩市大井湊定置網､長門市

通定置網)に入網する大型クラゲの個体数を日ごとに調べ､沿岸

域-の来遊択況を把握した｡この2つの定置網では2006年以降､クラゲの入

網個体数のモニタリングを実施している｡結

果1洋上調査漁業調査船による目視掛 rJを7-12月に実施し

た｡洋上での大型クラゲの確誕個体数は､7月 244個体､8月 38個体､ 9月 137個体､10月 42個体､11月 4個体､1

2

月 1個体であった｡確誰位置は図2に示rh 2009年の特

徴は､出現時期が例年よりも約 1ケ月早かったこと (初確羅7月

14日)､傘径が20-30cmの小型の個体が多かったこ

とがあげられる｡9月 14-16日に行った計鮒 酸【機を用

いた調査では､128個体を確認し､手法の有効性も確認することができた｡130E 131'E 13

0E 131'E 130E 13TE13UE 13TE 130E 131lE 130E



資源回復計画調査事業(地先種あまだい類)

河野光久 ･繁永裕司

目 的

本事業は資源回復計画策定 Cz∝娼年 7月)後の､あまだ

し儲 源の回復状況をモニタリングするとともに､必要に応

じて資ま院司復措置を見直すことにより､あまだい類の資源回

復を促進することを目的とした｡

材料と方法

1 資源状況調査

主要市場 (萩市場､仙崎市場)におけるあまだい類の漁

獲量を調査した｡

萩市場に水揚されたあまだい類の月別全長組成を把握し

た｡

2 ;'利き底びき網漁株実態調査

沖合底びき網により下関漁港帝劇こ水島げされるあまだ

い類の漁獲量を調査した｡

3放流魚減耗調査(分布調査)

2㈱ 年4月23日 (種苗放流37日後)に相島沖および青

海島沖で､2010年2月4日 (種苗放流直後)に青海島沿岸

で､調査船くろしおによる延縄軸掛 験 (3鉢×3本×各

1回)を行った｡

4 兼業種調査(試験操業)

あまだい立縄釣りの兼業種としての可能性をさぐるた

め､2009年5月 11日および5月25日に見島西高層′-r

プリッド型魚礁で､2010年2月24日に長門市沖から見島

周辺の人工礁で､調査船第2くろしおによるメダイ釣りを

実施した｡

また､メダイの生態に関する知見を収集 ･整理した｡

結 果

1資源状況調査

山口県日本海域におけるあまだし噸 源は､2∝沿年には

前年に比べ､漁獲量および CPUEがやや上昇し､回復傾

向が落められた｡年齢阻成は前年とはl郭司様であった｡

2沖合底びき網漁擁実態調査

1999-2∝旭年のあまだい類の水揚箱数は､1999年の

14,317箱から2002年および2007年には一時的に増加し

たが､長期的な候向として手羽成少 しており､2M 年には

8,226箱に減少した｡

3 放流魚減耗調査(分布調査)

延縄試執換業の結果､放流種苗を挿食した個触瀬魚獲で

きなかった｡漁獲された魚種は､2009年4月23日の相島

沖ではカサゴ1個体､オニカナガシラ1個体､アカアマダ

イ2個体､イ トヨリダイ2個体､アミウツボ1個体､キダ

イ1個体､コモンサカタザメ1個体､青海島沖ではダイナ

ンウミ-ビ2個体､ホウボウ1個体､スズキ1個体､カサ

ゴ1個体であった｡また､2010年2月4日の青海島沿岸

ではトラザメ3個体､ホウボウ2個体､ウマヅラハギ2個

体が漁獲された｡

4 兼業種調査(誹挨操業)

釣獲試験の結果､5月 11日にはメダイ1個体 (尾叉長

47h )､5月25日にはメダイ6個体 (尾叉長462-485m)

を漁獲したが､2月24日には長門市沖オーシャンクロスで

はマルアジ1個体､ウルメイワシ1個体､マサバ1個体､

マアジ1個体､見島西ノ-rブリッド型魚礁ではウマヅラハ

ギ1個体を漁獲しただけで､メダイを漁獲することはでき

なかった｡

メダイの生態に関する知見を収集 ･整理し､｢メダイ (だ

るま)釣りのすすめ｣の表題で水産研究センターだより第

2号(2009年6月)に報告した｡また､2009年8月に松江

市で開催された水産資源保護協会巡回教室で講演した｡
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資源回復計画調査事業(広域種トラフグ)

天野千絵*･安部 謙

目 的

本研究は､平成 17年に水産庁が ｢九州 ･山口北西

海域 トラフグ資源回復計画｣を策定した後､(独)西

海区水産研究所と関係県によるワーキンググループ

(WG)が資源解析と漁獲動向のモニタリングを実施

し､平成21年の目標値 (平成 17年の東シナ海･日本

海の資源量29伽)達成に必要な資源管理措置について

提言を行うものである｡

材料と方法

1 生物学的特性値の把握

年齢一成長キーを作成する｡

南風油市場における月別全長組成と同市場や各県水

揚統計による年齢別漁獲尾数の算出を行う｡

2 資源評価

1の結果を用いて最近年の資源診断と将来予測を行

う｡平成 17年度漁期からは全対象漁船に漁獲成績報告

書 (以下､漁練)の提出が義務づけられ､この解析に

よる漁獲動向のモニタリングを行う｡

3 県独自の回復措置の推進

山口県独自の回復措置として定置網入網雌親魚の標

識放流を提案し､実行する｡

4 資源回復措置の提言

資源評価結果から資源回復計画目標値を達成できる回

復措置を水産庁(九州漁業調整事務所､以下九調)に提

言する｡

結 果

1生物学的特性値の把握

資源水準が中位であった 1970年代と悪化した 2000

年代の年齢一成長の比較を行ったところ､4才以下の

成長はほぼ同じであった (図1､ ｢東シナ海､日本海

および藤戸内海産 トラフグの成長とAge-h gdl-Kq｣

(上田幸男ほか5名､日本水産学会誌,第76号(2010))0

2 資源評価

作成した Age一･k喝血,Keyを用いて､毎年資源評価を

行い､資源状態が極めて悪い状態にあることを明らか

にした｡

漁練の解析を行った結果､平成20年漁期以降cpUE

は減少し､漁獲量も大幅に減少していた｡

系群全体で種々の管理を行った場合の資源回復効果

を試算した結果､管理方策としては努力量を全年齢で

1割削減した場合に回復が比較的早く､効果も高いこ

とがわかった (表 1)0

3 県独自の回復措置の推進

平成 19-21年各年の4月上旬～5月中旬に､山口は

ぎ市場と通定置網組合 ･通支店の職員が､水揚げされ

た親魚の中から活力良好な雌を選抜し標識放流した｡

放流尾数は平成 19年 16尾､20年90尾､21年90尾で

あった｡再捕尾数は平成 19年0尾､20年 7尾 (再掃

率8%｡県外再揃を含むム)､21年5尾 (うち3尾で

体重減少､産卵済みを確誰｡2尾は複数回醜 )で

あった｡

4 資源回復措置の提言

平成20年度に九調に対し､今期の計画の評価と今後

の管理措置について以下のとおり提言した｡ ｢資源は

低位･横ばい傾向､CPUEも横ばいであり､平成21年

に資源量を目標値まで回復することは不可能｡資源回

復を図るためには､東シナ海 ･日本海側の延縄漁業だ

けではなく､対象海域を瀬戸内海や有明海等の内海域

まで広げ､他の漁業種類でも回復措置を実行しなけれ

ばならない｡｣｡

* 現 :水産研究センター 内海研究部

ー13-



図1尾串(1987)と本研究の年齢一成長キーの比較(｢東シナ海､日本海

および瀬戸内海産トラフグの成長とAgrLBngM ey｣､上田ほか､日本側 2010)､Rg.5を改変)

表1 トラフグ日本海･東シナ海.瀬戸内海

系群の醐 り資源回復効果の試算結果管理方策を2007-2013年に実施した場合の2013
年の資源尾数順に並べ替え｡資源

回復効果｢蔀 TAI 順位

内容および条件

1 7年間､全面禁漁 .一 一 20

06年に対する201

3年の資源尾数% 漁獲尾数%2
410 5726 5862 ●2007年以降､全年齢で2割削減 60

1 5305

1､2才魚を禁漁6 0才と3才以上
を2007年以降禁漁7 隔年('07､'09､'ll)で3年､

全面禁漁8 連続3年間(200ト2009年)全面禁漁
9 ★放流尾数5倍
10 3才以上を2007

年以降禁漁ll 1才魚を2007年以降禁漁12 2才魚を2007年以降禁漁13 ★放流尾数2倍 5084924053803752802141771
61144~1配rJl1-4--07%2-06T7年潤 ~~1-

-~~~-~--T35~l現状 ･2006年のFを 続o放流尾数は現状 .維持 60 58

後退 15 ★2007年以降放流



包括的資源回復計画調査事業(沖合底びき網)

河野光久 ･天野千絵*

目 的

沖合底びき網漁業 (2そう曳き)は下関漁港の水場げ量の

約6割を占める本県主幹漁業の一十つである｡しかし､資蛎状

態の悪†班?近年の燃油の高騰等により厳しし魔営力葡軌＼てい

る.本事業は､資源恒招掛層簾定 (20u年 10月)後の沖合

底びき網漁業の漁獲実態および資源動向を明らかにすること

を目的とした｡

材料と方法

1資源動向調査

沖合底びき網の漁獲成績報告書を集計し､1網当たり漁

獲量 (CPUE)および細動 rJCPUEの動向を調べた｡

2アカムツの年齢･成長調査

沖合底びき網で漁獲されるアカムツの年齢 ･成長勧韓明

するため､鱗による年齢査定を行った｡

3 あなご類の生態調査

沖合底びき網で漁獲されるあなご類の全長､性比､成熟､

食性を調べた｡

4 ヒラメの漁獲実態調査

下関漁港市掛 こおけるヒラメ天然魚と放流魚 (無眼側黒

化魚)の水場実態を調査した,

結 果

1資源動向調査

1網当たり漁獲量は2002年から2006年までは上昇傾向

にあったが､2008年 (20.5箱/網)には前年 (20.7箱/網)

よりやや低下した｡

2002年以降の魚種別CPUEはアカムツ､ソウハチでは上

昇傾向にあったが､マダイ､マアナゴ､ムシガレイでほぼ

横ばい､キダイ､ケンサキイカ､アカアマダイでは減少傾

向にあった｡

2アカムツの年齢･成長調査

鱗による年齢査定の結果､tを年齢､Ltをt歳の全長(nn)､

Wを体重k)､TLを全長血)とすると､雌雄別のBertalanffy

の成長式および全長-体重関係式は次のとおり求められた｡

雄 :Lt=386×(トell2219(t+0,3141))､

W=1.7357×10'16×n 3･41髄

雌 :Lt=395.36×(1-e42487(tq･琴))､

W=5.2187×10Tq6×TL3･aX)1

3 あなご類の生態調査

測定に供したマアナゴの全長範囲は503-863mmで､すべ

て雌の未熟個体であった｡胃内容物はえ欄 ､かに類､い

か類､貝類､魚類 (ニギス､ワニギス､マアジ､タチウオ､

不明魚)であった｡

マアナゴの他i班 卦ヂされる主なあなご類には､クロア

ナゴとギンアナゴ G塵称シロアナ司 がある.

9月にギンアナゴ100 個体を測定した結果､全長は337

-496mmで､雌の比率は82%であった｡また､すべて成熟個

体で吸水卵を有する個体も見られた｡胃内容物は魚類､い

カ瀕であった⊃

4 ヒラメの漁獲実態調査

2009年1-12月に市場調査を行った結果､調査尾数1432

個体のうち 43個体が無限f鵬財ヒ魚で､異化魚の混獲率は

3.鴫であった｡

* 現 :水産研究センター 内海研究部
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ヒラメ資源回復実証事業

安部謙 ･繁永裕司

目 的

山口県日本海海域に放流したヒラメの放流効果を把握す

る｡

本事業は､種苗放流を(枇 山口県秘蕃漁業公社が担当し､

放施∈鋤調査を当研究センターが担当し7㌔

材料と方法

1市場訳査

山tjL県漁協拙 嫡涜市場 (以下､萩市齢 及び山口県

漁馴1鵬紳三方卸売市場 (以下､仙崎市場)に水揚げされた

ヒラメについて､魚体測定 (全長)､漁法､無目則嵯尉ヒの

識別を行った｡ なお､無眼側尾柄部の有限側からのわず

かな色素の巻き込みのような軽度の体色異常については

正常扱いとした

2放流種苗の職 率調査

中間育成終了時のヒラメ無眼側体色異常発生状況を観

察した｡

3漁漸 十調査

萩市象､仙崎市簸及び下関市地方卸売市雛封肺場 (以

下､豊北市場)の3市掛こついて､月別､漁業噺 りのヒ

ラメ水扱げ量を把曝した｡漁獲統計資料ま､各市場月報に

よった｡

4放流効果の算定

山口県日本海側の総漁獲尾数､射 ヒ魚漁獲尾数が硝細りに

求めるため､萩市場及び仙崎市掛瑚 卦ヂされたヒラメの全

長測定の調査結果を､磯馳網､小型底びき網1種､一本釣り､

定置網､沖睡網､小型底びき網2種及びその他の漁業種類に

分けて合算した後､これらの漁業種板転に市場-の引き延ば

しを行った 豊北市場については､萩 ･仙崎市場の結果を用

いて推定した｡なお､各年敵弾の分解については､兵庫県但

馬沿岸域におけるヒラメのAge-LengthKeyを用いfL

結果及び考察

1市場醜査

萩市場と仙崎市象あわせて1,013尾を調査し､その内異化

魚は53尾であった (表1､表2､尉 ヒ魚混獲率5.2%)｡ま

た､市場調査におけるヒラメの全長組成の範囲は､萩市象が

30-93cm､仙崎市象が25-や1cmであった｡

2放流種苗の横献率調査

2009年の放流軽苗の標識室料ま76.7%であった｡

3漁親姫十調査

萩市象と仙崎市掛こおけるヒラメの月別の水揚量は､萩市

場では4月に､仙崎市場では3月にピークがあった｡また､

漁業噺 りの水扱げ量は､萩市場では一本釣り､小型底びき

網1種､沖建網､定置網(瑚 掛こ多く､仙噺持場でi瑠 建網､

小型底びき網1種､定置網､一本釣りの順に多かった(表2)0

4放流効果の算定

市場諏査､放流魚の標識率調査及び翻 勤､らヒ

ラメの放流功果を試算し職 本県日本海側で漁獲される

ヒラメの年齢組成は1,2歳魚が多く､全体の56%を占めてい

た (表3).また､ヒラメの総漁獲尾数は 34,888尾で (秦

3)､黒化魚の漁獲尾数は2,969尾と推定された (表4)o
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表1 2009年市場調査結果

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月 12月 合計莱 調査尾数 17 71 15 187 217 26
1 15 53 30 25 43 700市 黒化魚屋

数 2 4 0 5 ll 0 0 0 1 2 0 0 25場 混獲率 (%) ll.8 5.6 0 2.7 5.1 0 0

0 1.9 6.7 0 0 3.6調査回数 1 1 1 2

5 1 1 1 1 1 1 1 17仙 調査尾

数 8 44 12 28 119 14 4 2 ll 3 37 31 313崎 黒化魚尾数 6 6 2 3 6 3 0 0 1 0
1 0 28市 混獲率 (%) 75.0 13.6 16.7 10.7 5.0 21.4 0 0 9.1 0 2.7

0 8.9場 調査回数 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 2

2 20表2 市場別漁業種類別漁獲

量市場 漁業種類 漁獲量 (kg) 調

査尾数 黒化魚尾数 混獲率 (%)莱+仙崎 磯建網 13,073 70 1

3 18.6小型底びき網 1種 ll,218 419 15 3

.6一本釣り 10,38
4 126 4 3.2定置網 7,282 77 5 6.

5沖建網 5,275 279 14 5.0小型底びき網 2種 1,
737 37 2 5.4その他 2,465 5 0 0.0

豊北 全漁種 2,434計 53,868

1,013 53 5.2表3 年齢別総漁獲尾数推定結果市
場 漁業種類 年齢別推定漁獲尾数0歳 1歳 2

歳 3歳 4歳≦ 計莱+仙崎 磯建網 69 3,862 3,046 1,503 1,974 10,454
小型底びき網 1種 0 347 1,509 1,071

2,150 5,077一本釣り 1 279 1,402 999 2,024 4,705
定置網 9 1,447 1,786 785 1,138 5,1

65沖建網 0 124 911 727 1,030
2,792小型底びき網 2種 97 2,045 491 64 113 2,810

その他 4 1,052 864 440

264 2,624豊北 全漁種 2 155 384 263 457 1,26
1計 182 9,311 10,393 5,852 9,150

34,888表 4 年齢別黒化魚漁獲尾数推定結果市場 漁業種類



間伐材魚礁調査事業

目 的

繁永 裕司 ･河野 光久

きな洗栃､埋没､損傷を溜 められなかったが､魚礁側面の

手入れ不足の森林が増えっっあり､間伐の実施と間伐材

の需要拡大が重要な課題となっている背景のもと､本事業

は､間伐材の有効利用と沿岸域の魚礁漁場の造成を目的と

して取り組むものである｡

方 法

調査の概要を表 1に示した.'下関市吉母から萩市見島各

地先に設置された試験礁及び山口北地区漁場整備事業によ

り見島地先に設置された魚礁群 (以下､事業礁と称すム)を

対象とし､潜水または自走式水中テレビロボット(以下ⅨⅣ

と称す)による視静調査等､主として表 1に示す内容及び

方法により調査を実施した｡

視認調査により蛸集を確終した魚類については､既存の

体長一体重関係式を基に体重を算出し､その積算により魚

礁ごとの蛸集量を推定した｡

結 果

《試験礁》

1 下関市吉母地先

平成16年1月に設置された鋼製ハイブリッド型間伐材魚

樵 (以下､ハイブリッド型魚礁と称すム)と同型で間伐材を

取り付けていない魚礁 (以下､対照魚礁と称す㌔)を対象に

魚礁の設置状況､魚類蛸集状況､付着生物等について調査

した｡本年度の調査は､平成21年6月､8月､10月及び平

成22年2月に実施した｡

(1)設置状況

ハイブリッド型魚礁及び対照魚礁ともに本体部分には大

表1調査概要

鋼板及び対照魚礁の上面の鋼板はほとんど外れていた｡ハ

イブリッ円型魚礁の間伐材については､魚礁周辺-の脱落

が進んでおり､魚礁本体に残存している間伐材の量はわず

かであった｡

(2)魚類蛸集状況

蛸集した魚類の種類数は､年間を通じて大きく変イ出圭ず､

ハイブリッド型魚礁で8-17種類､対照魚礁で7-20種類

であった｡

螺集した魚類のうち､回遊性魚類等､強い偶熱性が疑わ

れる魚種を除いた魚種の体重を推定し､ハイブリッド型魚

礁及び対照魚礁それぞれの空ポあたりの魚類輯集量を比較

した｡年間を通じた蛸集量は､ハイブリッド型魚礁で 9-

44g/空m3､対照魚礁では9-24g/空m3であった.両者の蛸

集量を比較すると､塀集量を朝に年度の調査4回全てハイブ

リッド型魚礁の方が多かったが､蛸集量の差は昨年度より

小さくなった｡

(3)付着動物

ハイブリッド型魚礁の木部､鋼部及び対照魚礁の銅部の

3部位についてlmBあたりの付着動物の湿重量を比較した｡

年間を通じた付着動物の湿重量はハイブリッド型魚礁の木

部で320-3,698g/m2､ハイブリッド型魚礁の鋼部で1,462

-9,361g/m2､対照魚礁の鋼部で284-4,490g/m2であっ

た｡付着動物の湿重量は､平成20年6月､8月及び平成22

年 1月にはハイブリッド型魚礁の木部で最も多く､10月に

は対照魚礁の鋼部で最も多かった｡

調査対象 調査内容 ･方法

設置 一.J 水深 対照魚礁 視認調査 付着生物
海域 == タイプ

年月 / 一/ (m) 有 ROV 潜水 坪刈り

《試験礁》

吉母地先

豊浦町厚島地先

蓋井島地先

見島地先

H16.1 鋼製ハイブリッド

H14.11 鋼製ハイブリッド

H17.1 コンクリート製ハイブリッド

H16.8 鋼製ハイブリッド

20

10

45

鮒

《事業礁》

見島地先 H17- 鋼製ハイブリッド
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2 下関市豊浦町厚島地先

平成20年6月に鋼製ハイブリッド型間伐材魚礁 (2.3×

2.3×6.0m)10基について潜水調査を行ったO

(1)設置状況

間伐材の脱落は前年以上に進んでおり､魚礁本体に残っ

ているものはわずかであった｡魚礁本体ついては､大きな

破損､埋没､洗旋等は見られなかったものの､ほとんどの

魚礁で内部の鋼板が外れており､側面の鋼部の腐食が進ん

でいた｡

(2)魚類蛸集状況

魚類は24種類が確課され､主なものはイシダイ､メバル､

キュウセン等であった.空m3あたりの魚類蛸集量は100g/

空mSであった0

3 下関市蓋井島地先

平成17年1月に設置されたコンクリー ト製ハイブリッド

型間伐材魚礁 (以下､ハイブリッド型魚礁と称すム)及び同

型で間伐材を取り付けていない魚礁 (以下､対照魚礁と称

すム)それぞれ5基を対象にROVを使用して視認調査を行っ

た｡本年度の調査は､平成21年9月及び平成22年2月に

実施した｡

(1)設置状況

ハイブリッド型魚礁及び対照魚礁ともに本体部分には大

きな洗栃､埋没､損傷は認められず､概ね良好な設置状態

であったが､ハイブリッド型魚礁の間伐材は腐食が進み､

ほとんど消滅していた｡

(2)魚類蛸集状況

魚類は､ハイブリッド型魚礁で6-9種類､対照魚礁で7

種類が確誰され､その主なものはウマヅラハギ､ネンブツ

ダイ､カワハギ､イシダイ等であった｡

ハイブリッド型魚礁及び対照魚礁それぞれ-の空m3あた

りの魚類蛸集量を比較した｡ハイブリッド型魚礁の蛸集量

は､6月が23g/空m3､9月が137g/空出で､対照魚礁の螺

集量は､6月が119g/空m3､9月が412g/空m3であり､6

月及び9月いずれにおいても対照魚礁の蛸集量がハイブリ

ッド型魚礁のそれを上回っていた｡

4 萩市見島地先 (試蜘鮎

平成16年8月に設置された鋼製ハイブリッド型間伐材魚

礁 (以下､ハイブリッド型魚礁と称すム)及び同型で間伐材

を取り付けていない魚礁 (以下､対照魚礁と称す｡)各 3

基､計6基を対象にROVを使用して視認調査を行った｡本

年度の調査は､平成21年4月及び 11月に実施した｡

(1)設置状況

ハイブリッド型魚礁及び対照魚礁ともに本体部分には大

きな洗掘､埋没､損傷は認められず､概ね良好な設置状態

であったが､ハイブリッド型魚礁の間伐材は､前年より脱

落が進んでいた｡

(2)魚類螺集状況

魚類は､ハイブリッド型魚礁で7-10種類､対照魚礁で

5-10種類が確瓢され､その主なものはマアジ､メダイ､

イサキ､ウマヅラハギ等であった｡

ハイブリッド型魚礁及び対照魚礁それぞれの空mSあたり

の魚類蛸集量を比較した｡魚類の蛸集量は､ハイブリッド

型魚礁では4月が32g/空最､11月が3g/空が､対照魚礁で

は4月が23g/空m3､11月が3g/空m3であり､4月にはハイ

ブリッド型魚礁-の蛸集量が対照魚礁のそれを上回ってい

たが､11月にはほとんど蛸集量の差はなかった｡

《事業礁》

5 萩市見島地先

平成 17年度から21年度にかけて設置された鋼製ハイブ

リッド型間伐材魚礁を含む3タイプの魚礁計20基について

ROVによる視誕調査等を実施した｡

(1)平成 17-18年度設置魚礁 (平成21年7月28日実施)

魚類蝉集量 (全魚種)を推定した結果､1魚礁あたり56

-151kgであった｡

(2)平成 19年度設置魚礁 (平成21年 11月6日､7日実施)

魚類岬集量 (全魚種)を推定した結果､1魚礁あたり6

-565kgであった｡

(3)平成 20-平成 21年度設置魚礁 (平成 21年 12月9日､

10日実施)

魚類蛸集量 (全魚種)を推定した結果､1魚礁あたり 1

-106kgであった｡
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山口型強い漁業経営システムモデル事業

(LED集魚灯実証試験)

渡辺俊輝 ･河野光久 ･湯之上大輔*

目 的

前年度(平成 20年度)に実施した棒受網漁業を対象とした

IB)水中集魚灯(以下､Ⅰ皿)の実証試験では､省エネ効果は

確落されたが､集魚効果に間取があることがわかった｡集魚

能力の不足仁トー一因として､Ⅰ皿 の鼎村範囲について指摘があ

ったため､照射範囲を再確静する必弛 ミ生じた｡そこで､

本年度はⅠ皿 と従来打 (ハロゲン灯､(以下､ハロゲン))の

水中での照射範囲を把匪することを目的に実験を実施した｡

なお､本実証試験は山口県漁業臨同組合が事業主体となっ

て実施したものについて､当研究センターが調査等の指導･

協力をしたものである｡

方 法

漁業調査船 ｢第2くろしお｣により､油谷湾 短009年8月

24日､図1)および仙崎湾(12月7日､図2)で光県境の計測

を行った)
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34●20tN

YU1仏 I I

BAY. -'篭､､d■一■
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海洋観潮のポイント図1油谷湾実醗海域

131'10■E 131°15●E

34●25-N

3(

敏潜ポイント図2仙崎湾実験海域 油谷湾では､山口

県漁協久原支店の棒

受

網漁船i尋賢載したLE

D(拓洋理研社製LW-2㈱ (2kW))と既設のハロゲ

ン (3kW)について､｢第2くろしお｣から鉛直方向-光量子計0柁 アレック社製AL-30)を

吊り下げること

によって､水中での光環境を計測した 水平方向-は部源 鮒 か

ら5mおきに3hの地点までを計測した｡ 仙崎湾では

､光源を ｢第2くろしお｣におき､調査船 ｢ちどり｣から光量

子計を吊り下i瑚 環境を計測した｡なお､用いたIB)は油谷湾のものと同じ

であるが､ハロゲンは第2くろしお搭載のもの (2kW)を

使用したため､油谷湾調査時とは異なる｡池谷湾での調査では､魚類

の蛸和犬況の観察のため､日航式水中ビデオROV(広和社

製MARINEVEGA)を用い､内蔵カメラで撮影した海中の様子を映像で確静しブ㌔ Ⅰ皿 とハロゲ

ンの観察の間ではいったん消灯

し､魚群を拡散させた後に水中観察を行った, 結 果

油

谷湾における光環境計測結果LED(2kW)､ハロゲ

ン(3kW)ともに､光が水平･鉛直方向ともにlh以上到達して

おり､照射範囲は､両者の間に大きな違いは

なかった しかし､実験中に風が強く(8-12m/S)､海面が波立っていたためれ 両者の光量子 0糊 の

値は極めて小さ

かった 任皿:0.37pTnOl/1,ハロゲン:0.28FLnx)1

/1)｡仙崎湾における照射組頭は､u封(2kW)では水平方向に1

8m､鉛直方向に7.5m､ハロゲン(2kW)では水平方向

に17m､鉛直方向に9.7mであり両者の間に大きな差異

古淵 められなかった｡しかし､Ⅰ皿 の方が約2倍､光量子(光量子束密度 の値が大きかっ

た (IB):9.25FLtml/1,ハロゲン:4.72FLnDl/1).



新規栽培魚種開発事業

(キジハタの種苗生産･放流技術開発)

南部智秀 ･山本健也 ･田原栄一郎

目 的

キジハタは市場において高値で取引され､放流後の定着性

が強いといわれることから､新棚卸牌 像種として県内

漁業者から事業化の要望が非常に高い魚である.

本事業ではキジハタの安定的な量産技術の開発および効果

的な放流手法の開発を目的とした,

材料と方法

1種苗生産技術開発

(1)採卵試験

平成 19年に県内各地で天然魚を購入し養成してきた顛魚

20尾を用いて平成21年7月4日から8月19日までの期間､

採9時モ験を行った｡採卵用水槽は35kl円形コンクリート水槽

(水深約1m)を用い､その他､餌臥 採卵･夢帽ミ理方法等に

ついても昨年度と同様であった,

(2)種苗生産試験

FRP製30kl水槽3面を使用し､本県が基準としている飼

育手法 (表 1)に基づき種苗生産試験を行った,使用した受

精卵は (独)水産総合研究センター玉野秘書漁業センターよ

り譲り受けた｡

2放流技術開発

(1)放流試験

中間育成後の稚魚21,586尾全てについて右腹鰭切除の標

識を施し､平成21年9月17日から10月19日にかけて県内

各地に放流した｡なお､油谷湾内においては平成18年9月以

降､漁獲されたキジハタの買い取り調査を行っている｡

結果及び考察

1種苗生産技術開発

(1)揺さ階【験

平成20年､21年の採身障モ験結果を表2に示した｡

1日あたりの浮上卵 働 静P)数量については昨牢に比べ

減少したものの､浮上率 (受精率)については過去最高の数

値となった｡昨年に比べて収容尾数が少なかったため､卵量

は得られなかったものの､低し収容密度により例年よりも効

率的な産卵行動が行われたため､受精妻斡ま向上したと考えら

れる｡

(2)種苗生産試験

種苗生産試験の結果を表3に示した｡

全水槽において開口時のワムシ摂餌数が少なく､初期飼育

の成否の目安としている 10日齢での生残率は昨年に比べ低

かった｡摂餌不良の原因として､今年は生産初期に記鈍的な

豪雨力執 ､たことによる照度不足により､十分な摂餌が行え

なかったものと考えられた｡

それi功口え7月下旬にS型ワムシが培養不調に陥り､以後､

良質なワムシが給餌出来ない状況になったことが生産不詞の

原因として考えられた

2 放流技術開発

(1)放流試験

種苗放流状況を表4に示した｡

また､油谷湾内において平成18年9月から平成22年3月

末にかけて建網､カゴ､釣り等により漁獲された計336尾の

キジハタを買い取り調査した結果､そのうち177尾が放流魚

であったことが確誕された (混入率 52.7%).その中でも､

放流劾升で漁獲された205尾については169尾が放流魚であ

り (混入率82.魂)､放匪場所から㈱ 難で約1kn以上離

れた場所で漁獲された131尾について古瀬好漁はわずか8尾

にすぎなかった (混入率6.1%)｡このことから本種の放流後

の定着性の強さが窺われた｡
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表1 飼育方法

飼育海水 ･水温

主な水流発生源

プロア ･酸素通気

注 水

照度調整

微細藻類

餌料系列

栄養強化剤

浮上死亡対策

水質改善剤等

底掃除

砂ろ過海水を紫外線殺菌処理したものを自然水温で使用

バスポンプ ((秩)工進製 ミニボンディKP-35)､プロア通気

ユニホース(1.2m)を4カ所に設置しプロア供給､溶存酸素量低下時のみ酸素発生装置を使用

13日齢で換水率5%から開始し､徐々に注水量を増加させ29日齢で約100%

開口日の夜間および10日齢までの天候不良時の日中は100W電球10個/水槽を使用し水面照度を10,00

01ux以上に保つ｡17日齢以降は天井遮光幕を使用し水面照度を1,0001ux程度に下げる｡

市販濃縮ナンノクロロブシスまたは市販濃縮クロレラを50万cells/mlを目安に添加

2日齢～ :タイ産ワムシ､8日齢～ :S型ワムシ､17日齢～ :配合飼料､23日齢～ :アルテミア

S型ワムシ､アルテミア共にスーパーカブセルパウダー (クロレラ工業社製)を使用

1日齢から5日齢までフィー ドオイルを3-5cc/水槽滴下

貝化石等を適宜散布 (ナグラシ､フィッシュグリーン､クリアウオーター)

26日齢から手作業で実施

表2平成 20年および 21年の採卵試鹸結果

水槽容量 収容 した親魚 採卵期間 総採卵数 浮上卵数 浮上率

1日あたりの(k1) の尾数 (尾) (採卵 日数) (千粒) (千粒)

(%) 浮上卵数 (千粒)平成20年 35 32 6.13-8.8(40) 6,2

24 1,843 29.6 46.0平成21年 35 20 7.4-8.19(35) 3,418

1,285 37.6 37.0表3種苗生産試験結果

試験区 収容 ふ 化 10日齢での生残率 (%) 取り上げ月日 卵数 尾数 ふ化率(

港) 月日 日齢 尾数 生残率(%) 平均全長(nm) 生産密度(尾′kl)① 7.10 400,00

0 400,000 100.0 47.7 8.28 48 19,363 4.8 28.3 646② 7.13 600,000 354,000 59.0 8.5 8.27 44 3,225 ~ 0.9 24.6 108

③ 7.13 600,000 289,000 48.2 43.1 8.28 45 19

,959 6.9 23.3 666表 4 種苗放流状況放流 日 場 所

尾 数 平均全長 備 考H21.9.17 長門市地先

2,640 53.7mm 右腹鰭切除H21.9.18

下関市地先 5,269 53.7mm /∫〟

〟′f/∫H21.9.24 光市～岩国市地

先 4,



新規栽培魚種開発事業
(アカアマダイの種苗生産･放流技術開発)

山本健也 ･南部智秀 ･安成淳 ･田原栄一郎

目 的

アカアマダイは､本県日本海側におけるはえなわ漁

業の重要対象種であるが､近年漁獲量が減少し続けて

おり､アマダイ漁業者の間で種苗放流の要望が高まっ

ている｡

当センターでは平成 19年度まで､種苗生産技術開

発 ･放流技術開発に取り組んできた｡

これらの成果を基に本事業に取り組み､平成 20年

度から22年度までの 3年間の計画で本種の栽培漁業

事業化に向けて､種苗の大量生産および放流技術開発

に取 り組んでいる｡

材料と方法

1 種苗生産技術開発

(1) 採卵試験

前年度までと同様の方法で､平成 21年 10月 5日

から8日(以下､1回次)および平成 21年 10月 13日

から16日(以下､2回次)に採卵を実施した｡

採卵に供した親魚の管理は､当センター内の4klコ

ンクリー ト水槽を使用した｡

なお､親魚は､山口はぎ･あまだい連合会より無償

提供 していただいた｡

(2) 種苗生産試敦

今年度は 4Rの種苗生産試験を実施した｡試験では

水槽形状の違いが初期(15日齢まで)生残率と成長に

与える影響とサイズ選別時の減耗対策について検討し

た｡

試験には､50klコンクリー ト製 8角形水槽(以下､

50kl角形水槽)､30klFRP製円形水槽(以下､30kl円

稽水槽)を使用 した｡試験に供 した受精卵は､上記採

卵試験により得られたものを使用した｡

(水槽形状の違いが初期生残率と成長に与える影響)

昨年度､50kl角形水槽を使用して飼育 した結果､

30kl円形水槽 と比較 して高い初期生残率と成長が得

られたので､その再現性を確認 した｡
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(サイズ選別時の減耗対策)

サイズ選別時の死亡を軽減させることを目的として､

今年度は水槽全体に照明を8カ所設置し､そのうちの

1カ所の下に選別網を設置して､それ以外は昨年と同

様の方法でサイズ選別を行った｡

なお､主な飼育条件は基本的に昨年度と同様とした｡

(3) 中間育成試験

飼育水温の違いによる成長の違いを調べるため､中

間育成試験を実施 した｡試験に供 した種苗は､平成

20年度の種苗生産試験で生産された種苗を使用した｡

2 放流技術開発

(1) 眼球へのイラス トマー標識

本県では､平成 19年度に(独)水産総合研究センタ

ー宮津栽培漁業センター(以下､宮津栽培センター)か

ら研修を受けて以来､眉間-のイラス トマ-標識を標

識の一つとして用いてきた｡

今年度は､追跡調査での視認性を考慮 して､左眼球

-イラス トマ-を注入し､その種苗-の影響や作業性

を調査するため標識試験を実施した｡

試験には､宮津栽培センターで生産され､(社)全国

豊かな海づくり協会を通 じて配布を受けた種苗を約

50mmまで中間育成 したものを用いた｡

(2) 標識放流

放流場所の水深による違いが回収結果に及ぼす影響

を調査するため､浅場(水深 40-50m､漁港内)と深場

(水深 70-90m)にそれぞれ標識放流した｡

また､生産コス トの軽減を図るため､5cmサイズで

標識放流を行った｡試験に供 した種苗は､今年度の種

苗生産試験で生産された種苗を中間育成 したものを使

用した｡なお､中間育成は(社)山口県栽培漁業公社に

委託した｡

(3) 放流後の追跡調査

漁業者に腹鰭切除標識魚の再捕報告を依頼 した｡



また､市場調査において 25cm以下のアカアマダイ

が水揚げされた際に､適宜買い取 り調査を実施 した｡

結果および考察

1 種苗生産技術開発

(1) 採卵試験

親魚の搬入は､1回次が活魚 69尾､鮮魚 9尾､2回

次が活魚 66尾､鮮魚 10尾であった｡採卵結果は､1

回次は 34個体から 181.2万粒を搾出し､媒精後､

150.5万粒の浮上卵を得た｡2回次は 36個体から

188.0万粒を搾出し､媒精後､172.7万粒の浮上卵を

得た｡

(2) 種苗生産試験

種苗生産結果を表 1に示 した｡

(水槽形状の違いが初期生残率と成長に与える影響)

それぞれの水槽における初期生残率は､50kl角形

水槽では昨年度同様 100%であったが､30kl円形水槽

では 38%から95%(平均 67%)であった｡また､平均全

長は､50kl角形水槽では4.63m であったが､30kl円

形水槽では4.08mmから4.40mm(平均 4.27mm)で､昨年

同様 50kl角形水槽の成長が良かった｡

以上のことから､昨年の飼育結果が再現され､アカ

アマダイ種苗生産には角形水槽が適 していることが示

唆された｡

(サイズ選別時の減耗対策)

サイズ選別中の魚は昨年度と異なり分散 し､サイズ

選別にともなう死亡魚はほとんど確藤されなかった｡

このことからほとんどス トレスを与えずに小型魚を選

別することができたと考えられた｡

(3) 中間育成試験

中間育成試験結果を表 2に示 した｡両試験区とも生

残率はほぼ同じであったが､日間成長は加温区が自然

水温区の 2倍であった｡

2 放流技術開発試験

(1) 眼球へのイラス トマ一棟鞍

合計389尾の種苗に標識を施 した｡標識直後､眼球に

出血が見られる個体も見られたが､標識後10日間観察

した結果､眼球突出した種苗が1尾観察されたのみで､

死亡魚はみられず､眼球-のイラス トマ-標識が魚体

に与える影響は少ないと思われた｡

また､作業効率は､2.9尾/分･人で､今年度､眉間に

標識を施 した場合のそれ(4.8尾/分･人)より低かった｡

(2) 標識放流

標識放流結果を表 3に示 した｡ 目的どお りの標識放

流を実施できた｡

(3) 放流後の追跡調査

今年度､漁業者による再捕報告は合計 3件あった｡

これらは､平成 20年度浅場放流群(水深 30m)､平成 18

年度漁港内放流群､平成 19年度大型種苗放流群であっ

た｡また､買い取 り調査では計 182尾を買い取 り､腹

鰭切除標識魚 1尾と放流魚の可能性が高い尾鰭変形魚

1尾を検出した｡

今後も過去の放流方法を検証する為､さらに多くの

標識魚の検出につとめる必要がある｡

表 1 種苗生産結果

取り上†‡生残勢
生残数 開無季
(生残宰) (x)

受精卵 ふ化仔魚
収寧数 親

封ヒ巳 水槽 生魚教 生汚率
日齢

全長 形態異

･cj8 3Ok剛 48･1万 25･5万 (gBLES) 60

A) (nyn) 常軍

62-70 9･88- 2･3 2と;89～ 35蔦
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101/9-18 5飯場形 31.言方 16.3万 (10批 75 15日爺で終了後､plへ捲緒
)
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表 2 中間育成試験結果
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成長率
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表 3 標識放流結果

試験内容 放流臼

2.000

方受流地点 放流種曹

北溝 水深 全長 怒昆数

手軽 (ml T:nn) (尾)
標識種類

平成之12年 萩市 34037.961

2月20目 頭程沖 131834.61J

浅場

48 61 3.9m 左腹縛抜去

平成之2年 萩布 告4o4烏.82''

望月ま4日 兄貴沖 1319D7.75′
粥 81 3.708 右腹椿抜去

平成112年 長門市 84025.81′
5D 68 6.t)O8

左腹暗抜去

3月17日 立石沖 131582.93′ vU ''●… 寸ALC

:LBilZDl吉 越芸 薄 ら 糾 1.000 諾 漂 禁

平成22年 萩市 34o38,57J
深場 76 82 5.ODD

3日10日 相島沖 131012.74E

右腹鰭抜去
+AIC

平成22年 長門市 34026.85J
もC視サイス 52 48 .5.400 黄Or撞イうストマ-

2月 4日 青海烏地先 131013,lら′
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資源回復実証事業(トラフグ)

山本健也 ･安成淳 ･南部智秀 ･田原栄一郎

目 的

本県日本海側におけるトラフグ放流技術開発関連事業

で､平成17年度までの調査により関門海峡が トラフグ稚魚

の成育に適した海域であり､トラフグ稚魚がここから日本

海側-も回遊し山口県日本海側に所属するはえ縄漁船 (以

下 ｢本県外海船｣という)が漁獲していることが判明した｡

この結果を受けて､日本海に本種の人工種苗を放流した場

合の経済効果を把握し､関門海域と日本海海域のどちら-

放流した方が本県外海船にとってより放流効果があるかを

把握する目的で調査を実施した｡

材料と方法

1 資源利用実態調査

(1) 市場調査

下関市所在の下関唐戸魚市場 (秩)南風泊市場 (以下､

｢南風泊市場｣という)､萩市所在の山口県漁協萩地方卸

売市場 (以下､ ｢萩市場｣という)において､本県外海船

によって漁獲されたトラフグのうち､盛漁期である平成22

年 1-3月の全長を測定した｡

また､南風泊市場において､平成21年4月に関門海峡周

辺で漁獲されたと思われるトラフグの全長を測定した｡

(2) 漁獲実態調査

近年の本県外海船による漁獲動向等を把握し､また放流

魚による生産金額等を推定するために､南風泊市場の水揚

資料を用いて解析した｡

(3) 種苗放流実態調査

各地域栽培漁業推進協議会等を対象に､平成21年度に県

内で行われた種苗放流状況の聞き取り調査を実施した｡

2模就放流

(1) 放流試験

標識放流に供した種苗は､(社)山口県栽培漁業公社が事

業主体となって行う ｢資源回復実証事業｣ で放流するトラ

フグ種苗((独)水産総合研究センター屋島栽培漁業センタ

ー配布受精卵由来)の一部である｡
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標識は右胸鰭全カット標識(全長70mmサイガで標識)とAl.C

標識(1重 :¢司00JLm)を複合させ放流試験に供した｡

3 解析評価

(1) 標識放流魚の回収結果

南風泊市場､萩市場において､本県外海船による標識魚

の混獲状況を調査した｡標識魚は､山口､福岡､佐賀､長

崎の各県が共通標識として右胸鰭切除 (以下､ ｢右胸鰭カ

ット｣という)を施し､個別標識として耳石にALCにより

染色した個体 (以下､ ｢4県放流魚｣という)である｡検

出した標識魚を購入し､耳石標識を調べて､標識種類と標

示径から放流群を特定した｡

(2)山口県放流群の評価

ここで得られた調査結果は､関係県 (長崎､佐賀､福岡)

と共同で集計し､山口県放流群の回収率の推定､放流適地

の検討を行った｡

結果および考察

1資源利用実態調査

(1)市場調査

本県外海船が平成22年 1-3月に南風泊市場に水揚げし

たトラフグの全長組成は全長 33cm～62cmの範囲で､42-

44cm台にモー ドを持つ2歳魚主体の組成であったO

平成21年4月に下関市､北九州市､山陽小野田市所属船

が漁獲したと思われるトラフグの全長組成は全長 38-

67cmの範囲で､48-50cm台にモードを持つ3歳魚主体の組

成であった｡

(2)漁獲実態調査

平成 21年度に本県外海船が南風泊市場に水揚げしたト

ラフグの推定尾数は､1.17万尾であった｡また､水揚げ金

額は､102百万円で､このうち放流銘柄の水場金額は9百

万円であった｡

また､1隻あたりの放流魚による水揚げ金額はトン数階

層別に､15t未満の漁船が約4.6万円､15t以上の漁船が約

62万円であった｡



また､平成21年度の ｢外海｣および ｢外海放流｣銘柄の

取扱量は81tであった｡ ｢外海｣銘柄中､ ｢放流｣銘柄の

取扱量比率は12%で取扱量にして10tであった｡

ところで､南風泊市場では ｢天然｣銘柄の中に尾鰭の正

常または軽微な異常の標識魚がしばしば見られ､放流効果

が過少評価されている｡そこで､実際の放流効果を胸鰭カ

ット標識魚の銘柄別取扱量をもとに試算した結果､天然銘

柄として取扱われた放流魚は約 19tと推定された｡また､

平成 21年度の天然銘柄の年間平均単価は4,603円/kgな

ので､天然銘柄として取扱われた放流魚の推定水揚金額は

87百万円となる｡以上の結果と放流銘柄の取扱量から､平

成21年度における実際の放流効果は､取扱量29t､量比率

36%､取扱金額 118百万円､金額比率33%と試算された｡

(3)種苗放流実態調査

山口県栽培漁業公社が事業主体として実施している ｢資

源回復実証事業｣や地域栽培漁業推進協議会が合計 37.7

万尾 (うち約 1.6万尾はALCおよび右胸鰭カット標識)を

放流した｡その他､長崎県が1.8万尾を放流した｡

2標識放流

(1) 放流試験

平成21年 7月8日に､山口県萩市江崎地先に計 16,400

尾(73.3±7.4m)放流した.放流に際して､種苗を 2隻の

漁船でそれぞれの放流地点へ輸送して海面より放流した｡

3 解析評価

(1) 標識放流魚の回収結果

山口県が南風泊市場および萩市場で調査し､検出した右

胸鰭切除標識魚 71尾について､耳石標識による放流群の特

定をした｡このうち､本県外海船によって漁獲された検体

表1 山口県放流魚0]推定水 損重と金書凱山口､福岡､値翼､長崎4県と韓【塾ココ漁獲分〕

は48尾で､4県放流魚が46尾､4県放流魚以外 (耳石標

識なし)が2尾であった｡4県放流魚の放流県別内訳は､

山口県萩市地先放流群が2尾､山口県瀬戸内海西部地先放

流群が5尾､福岡湾放流群が22尾､佐賀県名護屋浦放流群

が2尾､長崎県有明海放流群が11尾､熊本県八代海放流群

が2尾､愛媛県放流群が1尾､広島県放流群が1尾であっ

た｡

以上の検出結果は関係県 (長崎､佐賀､福岡)との連携

のうえでとりまとめ､山口県の放流による効果の推定ある

いは放流適地の検証のための基礎資料とする｡また､標識

放流群の評価は､放流後3年分のデータが蓄積された際に

実施する｡

(2) 山口県放洗群の評価

表 1に山口県外海側放流魚の外海4県及び韓国における

推定水揚げ量と金額を示した｡ここで､(社)山口県栽培漁

業公社が県内の漁業者に対して70nnサイス寸の放流用種苗を1

尾40円で販売しているので､費用対効果を推定すると､平

成 17年度放流群は 1.41､平成 18年度放流群は0.07であ

った. このように､同一条件で放流しても放流効果の年変

動が大きいことがわかった｡

また､平成 19年度放流群の水揚げ量は､放流2年後の調

査で萩市大井川河口に放流した群が下関市関門海峡に放流

した群よりも約9.2倍多かった｡これらの放流群について

は引き続き調査を行い､データを蓄積して評価する必要が

あると思われる｡

山口県放流魚

放流年
放流ワイ

ズ
放流尾敷

(mm) (尾)
放流場所

放流後経過年数

1年後 2年簡 3年後 4年僅 合計

水損量 水損金書頁 水損量 水損金 水損量 水損金客車 水損量 水損金 水損量 水損金領
朗 IJ一周王 J̀､JⅦ]即< 'J＼糊主 調

(kg〕 (円) (kg) (円) (kg) (円〕 (kg) (円) (kg) (円)

H.7 65 20･000 賢琵 完 76 29 7,394 6 5 570･0口0 37 264･6陀 口 0 .78 .I.3.,996

M 7ロ コ4･ODO 冒認 完 白 53朋 7 46･522 0 8 15 99,93.

7口 2口,00口 載市地先 53 392,278 48 215,728 101 608,006

70 20･0Dq T腎 地 ,. 72,974 ロ 0 1. 72･974

H空t) 66 55,000 萩市地先 83 408,276 日3 408,276

嵩H21の漁獲成績報告書がまとまるまでの暫定値
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重要浅海生物増殖研究事業

(1)藻場造成技術開発試験

安成淳 ･田原栄一郎 ･道中和彦

目 的

本県においては藻場の局所的な衰退が認められるが､大規模

な磯除けはまだ縫線されていなvloしかし将来大規模な磯焼け

の発生が懸念されるため､それに備えて､効率的な轟場造成技

術を開発する必要がある｡

そのための基礎実験として､本年度はアワビやサザェ等磯根

資源にとって重要な餌料であるコンプ日アラメの採苗･育成試

験を実施した｡

材料と方法

1 アラメ採苗試験

採苗試験は11月中旬から1月上旬にかけて行った｡

採苗に噛海岸に漂着したアラメと長門市青海島地先に繁茂

していたアラメを用いた｡

子嚢紅を有する菓体を2-3時間陰干し､遊走子の放出を確

認後､採苗を開始した｡薬捗は税断して30bパンライト水槽5

基に収容後､漉i廟毎水を25Dまで注入し直起子を放出させた｡

採苗枠を収容した350b水槽の遊走子密度を10万cells/ma

以上にするため､30bパンライト水槽内の遊走子密度が30万

cel1s/maを超えた暗点で､菓体を除いた滅麟 水を350b水槽

に臥 した｡採帥 こ巻いたクレモナ糸に遊走子が均等に着

生するよう､エアレーションで強く撫陣した｡

2時間経過後､採苗枠を4kaコンクリート水槽に収容したっ

収容後1週矧弱弓通気無換水で､1週間後から弱通気弱流

水で管理した｡

収容後1ケ月は昼間晴天時の照度を5WLux程度に､それ以

降は3,00hⅨ程度になるように管理した｡

2 アラメ育苗知抜

育苗試験は当センター内の海面｣債網筏で実施した)

2月16日に採苗枠4枚を水深0.5m､1m､2m､3mにそ

れぞれ垂下して､3月2日に水深毎の生育状況を調査した｡

残りの採苗枠は3月2日に押出しし､2月16日垂下した水

深に最も生育が良好であった水深3mに垂下した｡
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結果及び考察

1 アラメ採苗試験

海岸に漂着したアラメを用いた採苗試験を6回試みたが､

遊走子の放出量が少なかったため採苗はできなかった｡

11月25日に長門市青海島地先で採取したアラメを用いた

採苗試験では､十分な量の遮起子が得られたので､採苗枠16

枚に採苗した｡クレモナ糸で受精し発芽した胞子触ま､1月7

日に菓長0.1Jn恥 1月22日に菓長0.2-0.3皿札2月16日に

菓長0.8-1.2mmに生育した｡

採苗試験の開始が遅れたため漂着したアラメを用いた試験

が不調であったことから､採苗に適した時期を把陸する必要

がある｡

2 アラメ育苗試験

2月16日に採苗枠4枚を水深0.5m､1m､2m､3m-秦

下し､3月2日に生帝匪晩を観察した結果､水深3m､2m､

1mの順に生育が良好であった しかし､ 0.5mに垂下した

採苗枠を湖包子体がすべて消失していたので討験を終了した｡

垂下水深 0.5mでt渦 ミ浅いため､沖だし直後の胞子体に

は照度が強すぎたことにより消失したと考えられる｡

残り3枠についてはその後も垂下水深を変えずに育苗を継

続した結果､全ての水深で順調に胞子体は生育し､3月16日

には菓長3-7mmに､3月30日には菓長15-30mmに生育した⊃

3月2日に陸上の4kaコンクリート水槽で育苗していた残り

の採苗枠12枚を沖だLL7㌔垂下水深は最も生育が良好であ

った水深3mにしたが､3月16日には全ての採苗枠で胞子体

が亨肖失したため試験を終了した｡

2月16日以降4kbコンクリート水槽の育苗で胞子体の生育

が遅れていたことを功口え､沖だし以降晴天が続いたことから､

照度の影響により胞利和ミ消失したと考えられる.

このため本年度の試験で生産できたアラメの種苗は2月16

日に沖だしした採苗枠3枚であった,



重要浅海生物増殖研究事業

(2)松本川シロウオ産卵調査

安成淳 ･山本健也 ･南部智秀 ･田原栄一郎 ･土井健一*･大田寿行*

目的

萩白魚組合の依頼により､阿武川水系の松利昭こおいてシ

ロウオの資源量を把陸することを目的に実施した産声職睦の

結果を報告する｡

材料と方法

1 調査日時

平成21年4月24日 午後1時-4時

2 調査場所

松利"の14定点 (図1)

3 調査方法

シャベルを用いて､1定点あたり1m2(シャ̂ )レ5.5

杯×2回)の表層底質を採取してふるいにかけ､砂泥を

取り除いて､艶 と着卵石を選別した｡

親触胡専ち帰り､雌解 りに全長を測定した

図1 調査地点図

結果及び考

察1 産卵状況平塚酎P石数の1m2当たり0.9個及び

平噺 P塊数の1m2当たり1.0個は､昭和44年度以降の調

査で最も低い値であった また､夢傾総面積平均値のlrrf当

たり4.6C娼及び糊 P数の1m2当たり0.4摘 ま､

今までの調査で最も低かった平成19年度の3.4C血0.3千粒に次いで低

い

値であった｡2 定

点毎の産卵状況着卵石力徹 されたのは､St.1､St.(3)､St.5､

St.6､St.(8)で､1mB当たりの着夢陣徴で最

も多かったのはSt.(3)の4個､次いでSt.6の3個であっ

た｡平成19年度に投石したSt.(5)やst.3､St.(8)､St.

9は砂泥が堆積して産卵に適した石が埋もれカ功､り､St.7

で古事己全に石が埋

もれていた｡9幌 はSt.6の着卵石1個に2個確誕された

以外古妻巨て着卵石1個に卵塊1個

力弼静され7㌔観察した卵塊11個のうち､発日脚即まSt.

6が3個で､St.(3)､St.5､St.(8)が各1個で計6個で

､腫胎形成期の卵はSt.1､St.(3)､St.6が各1個で計3

個であった｡St.1に3個あった卵塊の内2個は死

卵であった｡着夢阿棚 P塊の確執 ミ少なかったた

め､主産夢陽古瀬 で

きなかった｡3

親魚採捕結果轟魚はSt.1で5尾､St.(3)とSt.5､で各1尾

､St.6で2尾､合計9尾を採挿した｡親創ま全

て雄で､平均全長は42.2Ⅲ臥平均体重は0.22gであった

｡採端尾数も平均着夢傍線 昭和44年度以降の調査で最も少なかった,

4 漁獲量本年度の漁獲量は昭和25年以降3番目に少

ない134kgで､シロウオの朔上が少なく､産声帆 ミ

思わしくないことから今後のシロウオ資源の動向

が懸念された｡* 萩水産事務



保全活動支援事業

安成淳

目的

本県においては局所的な藻場の衰退は見られるが､大規模

な磯暁けの発生古瀬 されていなVIo

しかし､本県においても近鞘的 ミ上昇傾向で､それに

伴い⊥部の漁場ではムラサキウニやガンガゼなど海藻類を食

音するウニ類が増加し､藻掛物 如ミ阻害されて闇 ヒして

いる｡また､アイゴなどの植食性魚類の漁獲量も増力傾 向に

ある｡将来これらの要因が複針ヒして､本県においても大規

模な磯除けの発生が観念されている｡

このような状況にあることから､本県においては今年度か

ら藻象干潟陳封告動支援事業を導入することになり､日本海

側では藻券の保全活動を実施していくことになった｡

この事業では､漁業者が主体となって構戎する活動棚卸ミ

行う保全活動を支援するため､藻場の調査抑 ､､調査に基

づいて指導助言を行った｡

材料と方法

藻場調査は日本海沿岸の藻場保全活動を実施する活動組織

を有する16支店で実施した｡

調査瀞或は､漁業者からの聞き取り調査した結果に基づき､

各支店の地先で藻場の衰退が著しい海域を選定した｡

調査には簡易魚群探知機と水中ビデオカメラを用い､これ

らを漁船の舷側に取り付けて､調査海域を航行し､藻場の繁

茂状況等を撮影して､藻象が衰退している箇所やその藻象が

衰退している要因について調査した｡

結果及び考察

調査は8月から12月にかけて､日本海側の16支店の地先

海域で実施した｡

調査した全ての海域で､藻場が局所的に衰退している箇所

を確認した｡

藻場が衰退している要因については､主にウニ類の食害に

よると考えられる海域が17海域中13海域､衰退要因不明の

海域が17海域中4海峡であった｡藻堤が衰退している箇所は

ごく狭レ登蹄で軽微なことから速やかな対策を講じれ古瀬 腹

すると考えられた｡

この調査結果に基づき､各地先の活動組織毎に藻象の環状

を報告し､今後の対策としてウニ類の除去やアラメ種苗の移

植等について提案した｡
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養殖衛生管理体制整備事業
安成淳 ･山本健也 ･南部智秀 ･田原栄一郎

目的

養殖象や栽培漁業センターでの魚病被害の軽減を図るため

に､魚病の診断および闇討旨導と､漁毅掛 握するための

調査を実施した｡また､養殖生産物の食品としての安全性の確

保を図るため､水産用医薬品等の適正施用を指導し､水産用医

薬品残留検査を実施した｡

材料と方法

l 魚病紛折

魚病の診断及び治療指導については､本県の日本海側

の静醐 苗生産機関から持ち込まれた魚病サン

プンレについて随時実施した｡また､必要に応じて現地で

聞取り調査を行った｡

2 環境調査

養殖場蜘 ま､平成21年8月4日から8月7日に ､

日本海側で海上｣鯛 施設を所有する養殖易及び庫苗生

産機関9施設で実施した(図1)｡水質は､表層及び底層の

楓 DO､pHについて､底質i璃 釘ヒ物､COD､強

熱減量について実施した｡

3 水産用画集占棚 検査

水産用医薬品の残留検査は､県内の内水面養殖業者5

線副本及び海面養殖業者15線削栃ち採取した25検体

で実施した｡

内水面養赦免は7月にオキソリン酸を､海面菱殖魚は

12月に､平成6年7月1日付け衝撃腐 107朝草生労働省

乳肉衛蛾 長通知の ｢畜水産食品中の残留抗生物質簡易

検査法 (出田 ｣に基づき実施し7㌔

結果及び考察

1 魚病診断

魚病診断件蜘ま､マダイ1件不明1伸､ハマチ1件(不

明1件)の合計2件であった｡

2 鯛 査

水質については､概ね水産用水基毒草2(X氾年肋 を満

たしているところが多かった｡

底質においては､水藍用水基準を満たしていない漁場が

見られた｡即ち､金村ヒ物が0.2mg/g以上の地軸ま､小島､

大浦､黒井､下関市秘剖無業センター､列梅栽培漁業センタ

ー､CODが2恥g/g以上の地点は小島､大浦､黒井､強熱

減勤 ミ0.2mg/g以上の地点は､野猟 下関市秘酎恵業

センターで見られた｡

3 水産用医薬品残留検査

内水面養殖魚5検体､海面養殖魚20検体について検査

した結果､全ての検軒で残留を溜 められなかった｡

図1環境調査



漁獲物の晶質向上処理技術開発事業
(1)神経抜きに関する研究

植木陽介 ･白木信彦

目 的

プランMヒには｢股の魚介類に比べ､より優れた弼 如ミ

必要であり､そのひとつとしてさらなる高鮮射 ヒが求めら

れている｡そのための技術として､従来の鮮度保持方法で

ある延髄締め及び血抜きに加え､脊髄内の神経を破壊する

｢神経抜き｣による魚の締め方が注目されているが､神経

抜きによる鮮度保持効果の知見は少なし㌔

昨年度はマダイについて､神経抜きをすることで死後硬

直が遅延することを明らかにした｡今年度はマダイ神経抜

きの効果を高める処理方法及び適切な貯蔵温度を明らかに

するため､締める際にマットを敷くことが死後硬直に与え

る影響､摘 温度が死後硬直等に与える影響について実証

討験を行った.

材料と方法

1マットを敷くことが死後硬直に与える影響

試料は仙崎市場に水揚げされた活マダイを水産研究セン

ターに持ち帰り､陸上水槽で6日間生かしておいた6尾を

使用した(SL29-44cm､BWO.7-1.7kg)｡陸上水槽から取り

上げ､厚さ約 10cmのスポンジ状マットの上で延髄締め､血

抜き､神経抜きの順で処理した後､約 30分間水氷に漬け込

んだ試験区をマット有り区とした｡マットを敷かず､直接

コンクリー トの上で同様に処理した稚 区を対照区とした｡

両試験区とも水氷から取り上げた後､箱詰め (スチロール

箱に紙バーチを敷いた状態で魚体を並べ､ビニー/レマーチ

で覆う)して5℃の冷蔵庫で貯蔵し､硬直の推移を調査し

た｡

硬直指数は､試料を水氷から取り上げた時点を0時間と

し､尾藤ら1)の方法により測定した｡

2 貯蔵温度が死後硬直等に与える影響

試料は仙崎市場に水執ヂされた活マダイを水産研究セン

タ一に持ち帰り､陸上水槽で1日間生かしておいた4尾を

使用した(Su6-50cm､BW2.7-3.2kg)｡陸上水槽から取り

上げ､厚さ約 10cmのスポンジ状マットの上で延髄締め､神

経抜き､血抜きの順で処理した後､約 30分間水氷に漬け込

んだ,水氷から取り上げた後､スチローソレ板に魚体を載せ､

バーチで覆って10℃のインキュベーターで貯蔵した試験

区を10℃試験区､5℃の冷蔵車で貯蔵した試験区を対照区

とした｡

硬直指数は､試料を水氷から取り上げた時点を0時間と

し､尾藤ら1)の方法により測定した｡

K値は､背部筋肉1gを除タンパ クカし､高速液休クロマ

トグラフィ (島津製俄 によりATP騒動ヒ合物の含量

を測定することで求めた｡

結 果

1マットを敷くことが死後硬直に与える影響

両試験区とも完全硬直は約24時間後であったが､硬直前

の状態はマット有り区では約3時間持続したが､対照区で

は3時間後に古瀬 直の開始が認められた (図1)｡
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抑えることができ､硬直前の状態が延長できたと考えられ

た｡貯蔵温度による死後硬直の推移について､天然及び

養殖マダイにおいて0℃より10℃で貯蔵する方が完全

硬直前の状態を持続させることができるとの報告がある3)

｡今回の貯蔵温度 5℃と10℃を比較した試験では､死後硬直

の推移については差がほとんどなかったが､K値の推移から5

℃貯蔵の方が良いと考えられた｡これまでの結果から､天然マダイにおける鮮度保持方法

は､漁獲後水槽等で活かし､落ち着いた状態のものを素

早く網で取り上げ､マットを敷いて従来の締め方に加え神経抜きを行う｡締めた後

水氷につけて血抜き及び魚体温が10℃以下になるまで予冷し､箱詰め後5℃の冷蔵車で貯蔵することが適当であると考えられ



漁獲物の品質向上処理技術開発事業
(2)県内産重要魚種の成分分析

白木信彦 ･植木陽介

目 的

近年､漁獲物の付加価値向上-の取り組みの一一一つとして､

県内産重要魚種のブランMヒに関する取り組みが行われてい

るoこうした取り組みを行うためには､成榊 酎ヒ

(旬)を把匝することが重要であるが､県内産重要魚種の成

分相生等に静する科学的なデー列ま少なVIoそこで､ブラン

Mヒおよびf取のための基礎資料を得ることを目的に､県内

産重要魚種の成分分析を行っており､今年度はマアナゴ及び

メダイの成分分析を行った｡

材料と方法

1マアナゴ

マアナゴは､以東機船底びき網漁業で漁獲された肛門長

217mm307mmmものを使用した｡可食部を皮付きのまま採

取し､ミンチしたものを分析用試料とした｡｢般成分(水分･

租脂肪･粗タンパク質･租灰分)拙木漁期の6､7月を除く

毎月分析を行い､遊離アミノ酸軌或及て澗旨肪醸舶成比は5､8､

11､2月の神明こついて分析を行った

2メダイ

メダイは､山口県日本海沖で漁獲された尾叉長 392m～

660皿の ものを使用した｡可食部を皮付きのまま採取し､ミ

ンチしたものを分析用試料とした,｢胞掛 ま海月分析を行

い､遊離アミノ酸榔 旨肪酸細成比は4､7､10､1月の

諦鞘こついて分析を行った

結 果

1マアナゴ

｢胞おきの分析結果は図1のとおり.

水分は4､5月及び1-3月が72-76%と高く､8-12月

が66-髄%と低い値であった｡

粗脂肪iおk分とは逆に､4､5月及び1-3月が6-10%と

低く､8-12月が14-17%と高い値であった｡

粗タンパク質は15-18%の間で推移し､粗脂肪の推移と逆

の傾向が見られるものの､大きな変化t溜 められなかった】

租灰分は1.1-1.3%と､ほぼ.一定の値で推移LfL

4月 5月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

図1 マアナゴの｢胞衣分分析結果 ■粗灰分E)無ナン∧'ク貫

遊離アミノ酸組成は､■タウリン､ヒスチジン､

βアラニンが多く､季節による大きな変化は見られな

かった｡月凱楓 成比は､オレイ減 パルミチン酸､ドコサ-キ

サエン酸 のfh)の順に等蛤が高く､季節による大きな変化

は見られなかった｡DHAとエイコサペンタエン酸

伍PA)の合計は､9.1-ll.4

%であった,2メダイ｢胞衣分の分析結果は図2のとおり

｡水分は4月の71%から5月の65%に減少し､以後60-65%の間で推移したが､11月に

は70%台に増加し､以後､3月までは横手乱＼で推移した

粗脂肪は4月の10%弱から5月の15%強に増加し､7月～10月は20%前後で推移したが､

11月には12%程度に減少し､3月まで横ばいで推移した4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1



の傾向が見られるものの､大きな変化は静められなかっ7㌔

粗天分は1.1-1.2%と､ほぼ一定の値で推移した｡

遊離アミノ酸組成は､タウリン､ヒスチジン､リジンが多

く､4月にヒスチジンが比較的多し他 は､季節による大きな

変化は見られなかった｡

月親方醸軌釦ヒは､オレイン酸､パルミチ減 ドコサ-キ

サェン酸 0)H心 の順に割合が高く､季節による大きな変化

は見られなかった｡DHA とェイコサペンタエン酸 (EPA)

の合計は､ll.4-15.1%であった｡

考 察

一般に､食物における旬については ｢味が良い｣､ ｢出盛

り｣の時期であると言われている (三省堂 ｢大辞林｣より)0

このうち ｢味｣に関しては､魚類で手職 粉 乳 ＼が味に

大きな影響を与えており､かつ季節変化も大きいことから､

一般軸頚朋献物 ミ高し噸期が旬であると言われているO

マアナゴは､一般に夏季が脂ののった旬と言われている｡

今回の分桐轟果では､8月から12月の粗月臓 ミ15%前後

と他の月に比べて高い値を示していたことから､｢股に脂の

のった旬といわれている夏季だけでなく､秋季～初冬にかけ

ても脂がのって美味しいことを和 していく必要がある｡

メダイの旬については､夏季と言われたり冬季と言われた

りしている｡今回の分析結果では､7月～10月の租月別方量が

20%前後と高い値を示しており､脂ののりから見た旬は夏季

から秋季と言える｡しかしながら､冬季から春季についても

10-15%程度と比軸的高V脚 旨肪量であり､むしろ刺身とし

ては程良しⅦ旨ののりと言えることから､この時期のメダイの

方が好まれることも考えられる｡こうしたことから､時期に

よる脂ののり具合を把曝し､それに応じた食べ方等を併せて

PRしていく必要がある｡
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サワラ有効利用加工開発事業
エキス天然調味料の開発

植木陽介 ･白木信彦

目 的

近年日本海側でサワラ･サゴシの漁獲量が急増している

ことから､サワラ･サゴシの有効利用に関する研究を共同

で実施することとし､当所ではサゴシ加工残液を利用した

エキス天然調味料の開発を行う｡

なお､本事業は農林水産技術会議事務局の委託を受け､

独立行政法人水産総合研究センターが中核機関となり､秋

田県総合研究所､新潟県水産海洋研究所､石川県､福井県､

兵庫県立農林水産技術総合センター､地方独立行政法人鳥

取県産業技術センター､島根県､山口県が利用加工分野で

再委託を受けて実施するものであり､結果については中核

機関である独立行政法人水産総合研究センターに報告した｡

材料と方法

1 部位選定

加工残渡は､サゴシの頭 ･内臓を除去し､ロール式採肉

機にかける際に出る残液を想定し､頭部及び採肉後の中骨

(皮､鰭､鱗含む)の2部位とした｡加工残液は部位毎に

分け､エキス抽出試験まで冷凍保管した｡凍結状態の原料

に加水し沸騰させた煮汁をさらし布でろ過し､頭煮汁､中

骨煮汁を得た｡煮汁に市販の酵素を添加､分解した｡酵素

分解後火入れし､ろ過したものをェキスとした｡煮汁及び

エキスについて､遊離アミノ酸組成の分析を行った｡また､

煮汁について｢般成分を分析した｡

2 辞素選定

原料は中骨を冷凍したものを使用した｡解凍した原料に

加水し､沸騰させた煮汁をさらし布でろ過し､中骨煮汁を

得た｡煮汁に市販18種類の酵素をそれぞれ添加､至適温

表 1 部位別煮汁の｢般成分

度で分解した｡酵素分解後火入れし､ろ過したものをエキ

スとした｡煮汁及びエキスについて､遊離アミノ酸組成の

分析を行った｡

結果及び考察

1 部位選定

部位別煮汁の一般成分を分析した結果､中骨煮汁の粗タ

ンパク質は6.4%で頭煮汁の3.6%より多かった (表1)｡部

位別煮汁及びエキスの遊離アミノ酸組成を分析した結果､

頭煮汁､中骨煮汁の遊離アミノ酸量は同程度であったが､

酵素分解後のエキス8滴 煮汁より中骨煮汁を原料にした方

で遊離アミノ酸量が多かった (図1)｡

これらのことから､エキス天然調味料の原料に中骨が適

当と考えられた｡

2 酵素選定

中骨煮汁及びエキスの遊離アミノ酸組成を分析した結果､

酵素D､E､F､H､J､L､N､Pを使用して得られた

エキスは遊離アミノ酸量が1500mdlOOmb以上あり､旨み

系､甘み系遊離アミノ酸量も多かった (図2)0

これらのことからエキス天然調味料に適した酵素として､

市販の18種類の酵素から上記8種類に絞り込んだこ

水分 灰分 粗脂肪 粗タンハ○ク

頭煮汁 95.2% 0.8% 0.2% 3.6%

中骨煮汁 90.8% 0.9% 2.0% 6.4%
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水産加工技術研修事業

白木信彦 ･植木陽介

目 的 結 果

水産加工に関する指導と助言に必要な知見と技術を蓄積し 平成21年度の研修実績を表に示した｡研樹司数は38回､

つつ､漁協女性部等に対する加工技術肝修を実施し､技術の 延べ 145人に研修を行った (鮮度保持研修会を含む)0

移転により加工技術の向上を図る｡ 成分等の分析として､商品中の異物の同定､ハモのコラー

ゲン量測定､揚げ蒲鉾の月凱摘鮒城 比分析､ウルカの細菌検

方 法 査､塩千晶の塩分濃度測定を行った

漁協女性部等からの要望に応じ､技術的アドノV ス､成分 製品の共同開発として､｢スルメイカのレトル ト｣､｢メダイ

等の分析､製品の共同開発を行った のレトル ト･くん製 ･塩千晶 ･蒲焼き｣､｢サゴシの塩千晶｣､

｢板ノリと米粉の煎餅風スナック｣の試作研修を行った｡

表 加工技術研修実績

No 年月 日 内容 所属 人数 No 年月日 内容 所属 人数

1 21.04.13 レンチョウ乾燥試験

2 21.04.21 レンチョウ乾燥試験

3 21.05.13 レンチョウ乾燥試験

4 21.05.18 レンチョウ乾燥試験

5 21.06.01 レンチョウ乾燥試験

6 21.06.08 レンチョウ乾燥試験

7 21.06.17 レンチョウ乾燥試験

8 21.06.20 鮮度保持研修(現地)

9 21.06.29 レンチョウ乾燥試験

10 21.07.06 レンチョウ乾燥試験

ll 21.08.04 レンチョウ乾燥試験

12 21.08.18 レンチョウ乾燥試験

13 21.08.25 レンチョウ乾燥試験

14 21.09.07 レンチョウ乾燥試験

15 21.09.14 メダイ加工品研修

16 21.09.15 レンチョウ乾燥試験

17 21.09.18 メダイ加工品研修

18 21.10.05 レンチョウ乾燥試験

19 21.10.13 レンチョウ乾燥試験

20 21.10.20 レンチョウ乾燥試験

A 2

A 2

A 2

A 2

A 2

A 2

A 2

B 31

A 2

A 2

A 2

A 2

A 2

A 2

C 13

A 2

C 9

A 2

A 2

A 2

21 21.ll.10 レンチョウ乾燥試験

22 21.ll.25 レンチョウ乾燥試験

23 21.ll.30 レンチョウ乾燥試験

24 21.12.07 レンチョウ乾燥試験

25 21.12.15 レンチョウ乾燥試験

26 21.12.21 レンチョウ乾燥試験

27 22.01.06 レンチョウ乾燥試験

28 22.01.12 レンチョウ乾燥試験

29 22.01.20 レンチョウ乾燥試験

30 22.01.20 スルメイカ加工試験

31 22.02.01 レンチョウ乾燥試験

32 22.02.04 板ノリ煎餅研修

33 22.02.15 レンチョウ乾燥試験

34 22.02.19 鮮度保持研修(現地)

35 22.02.22 レンチョウ乾燥試験

36 22.03.01 レンチョウ乾燥試験

37 22.03.15 レンチョウ乾燥試験

38 22.03.23 レンチョウ乾燥試験

A 2

A 2

A 2

A 2

A 2

A 2

A 2

A 2

A 2

D 1

A 2

E 7

A 2

F 20

A 2

A 2

A 2

A 2

合計 38回 145人
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漁場環境保全総合対策事業

(貝毒に関する調査)

南部智秀 ･田原栄一郎 ･道中和彦

目 的

仙崎湾におけるマガキの毒イ状 況と原因プランクトンの

出現択況を調査し､貝毒監視体制の確立を図り､マガキの食

品としての安全性の確保に努める｡

材料と方法

平成21年 10月から平成22年3月まで､仙崎湾内の2定点

(st.1:旧マガキ養殖象 st.2:現養殖場付近､図1)で毎

月1-7回､各層 (血 ･2m･底層)の水温､塩分､プランクト

ン細胞数を調査した｡また､貝毒プランクトンの出現択況に

よりマガキの毒化状況を調査した｡調査は山口県衆軽快陸セ

ンターに依頼し､マウスアッセイ法により毒性値を分析した｡

結果及び考察

仙崎湾内の2定点で貝毒原因プランクトン(Cw odl'Dl'Lm

cateDBtLm及びAlexZZndl'tm cateJ7ella)の出現状況及びマ

ガキ毒化状況を10月29日から翌年3月29日まで計27回調

査した

本年度はCy2Zu7dl'Dl'tm cateJ7atLmは12月16日から翌年3

月 1日までの間に出現し､最高密度は､st.1の1月12日の

底層の44cells/1であった｡

AlexBndl'Lm C:ateDellaは12月21日から翌年3月29日

までの間に出現し､最高密度は､st.1の1月22日の Om層

の76,400cells/1であった｡麻痔性貝毒の寺性検査は､マガ

キのむき身を使用して山口県環境保健センターにおいて､12

月21日から3月29日までの間に11回実施した｡この間､規

制値 (4MU/g以上)を超える値が出たため1月13日から3月

23日まで二枚貝の採挿自主規制を実施した｡

なお､規制期間中の住民等の中毒事例はなかった｡

図1 調査地点



(抄録)

日本海･東シナ海トラフ 術技添源資グ 査事業
山本健也 ･木村博※･安成淳 ･南部智秀 ･田原栄一郎

日本海から東シナ海で漁獲されるトラフグは､いわゆる外

海ものブランドとして､高値で敢引されているが､近年漁獲

量の減少が著しく､本種を主たる漁獲対象とする漁家の経営

は厳 しくなっている｡一方､関係各県により毎年 100万尾以

上の種苗放流が実施されているが､種苗の放流場所､放流サ

イズ､健全性などに問題があり十分に効果があがっていない

のが現状である｡今後､種苗放流による資源量の維持 ･増大

を図り､漁家所得の向上と経営の安定化に資するために､効

果的な手法に基づいた広域的な放流事業の展開が緊急の課

題となっている｡

本事業は､平成 18年度～22年度にわたり実施する計画で､

長崎県が中核機関となり､関係各県と(独)水産総合研究セン

ターが共同で調査を実施するもので､最適放流手法と複数の

産卵場を活用した日本海･東シナ海資源培養技術の確立を目

標としている｡山口県は､山陽小野田市埴生地先の産卵場に

おける標識放流とその周辺海域における当歳魚の放流効果

の把握､瀬戸内海西部放流郡の産卵回帰と効果の解明､南風

泊市場と萩市場において日本海から東シナ海における 1-3

歳魚の放流効果と資源構造の解明を調査する計画である｡

調査 4年 目の平成 21年度は､山陽小野田市埴生地先の産

卵場における標識放流とその周辺海域における当歳魚の放

流効果の把握､瀬戸内海西部(関門瀬戸産卵場)放流群の産卵

回帰と効果の解明､関門海域における産卵回帰の実態把握､

および南風泊市場において 1-3歳魚の検出を行った｡

本年度の結果の詳細については､中核機関である長崎県が

とりまとめ､平成 21年度新たな農林水産政策を推進する実

用技術開発事業研究報告書｢最適放流手法を用いた東シナ海

トラフグ資源-の添加技術の高度化｣ として平成 22年 3月

に農林水産省農林水産技術会議に報告した｡

結果の要約

1最適種苗を用いた淑戸内海西部での標識放流

供試魚は長崎県で生産し､標識(右胸鰭切除+ALC耳石染

色)を施した トラフグ種苗(平均全長 72.7mm)18,400尾で､平

成 21年 7月 23日に長崎県から活魚 トラックで陸上輸送し､

山陽小野田市埴生地先にホースを用いて放流した｡

※ 山口県水産研究センター 内海研究部

2 瀬戸内海西部海域における当歳魚の放流効果の把握

瀬戸内海西部放流群が当歳魚で水揚げされる周防灘海域

の代表的な市場のうち山口県内では 3市場で 8月～12月に

標識率調査を実施した結果､640尾から65尾の標識魚を検

出し､すべて瀬戸内海西部放流群であることを確認 した｡回

収尾数と回収率(回収尾数/放流尾数)の点推定値 (95%信頼

区間)は､それぞれ 191尾(141-240尾)､1.2%(0,9-1.6%)

となった｡

3 瀬戸内海西部放流群の東シナ海における 1-3歳時の効

果と産卵場の貢献度の解明

(1)瀬戸内海西部放流群の産卵回帰の実態把握

平成 21年 4-5月に南風泊市場において｡関門海域で水揚

された トラフグ229尾を調査した結果､瀬戸内海西部放流群

が 2尾検出された｡回収尾数と回収率の点推定値(95%信頼区

間)は､それぞれ 10尾(0-22尾)､0.06%(0.00-0.14%)とな

った｡

(2)山口県での放流効果の把握

平成 21年度に南風泊市場において､山口県船が水揚げし

た トラフグ 2,836尾を調査した結果､21尾の標識魚が確認

された｡放流群別の内訳は平成 18年放流群では有明海放流

群 3尾､八代海放流群 1尾､福岡湾放流群 6尾､瀬戸内海西

部放流群 5尾､瀬戸内海中央部放流群 1尾であった｡また､

平成 19年放流群では八代海放流群 1尾､瀬戸内海中央放流

群 3尾であった｡また､平成 20年度放流群では瀬戸内海中

央群 1尾であった｡

(3)各県での放流効果の把握

平成 18年度瀬戸内海西部放流群の山口県､福岡県､佐賀

県､長崎県での放流効果は回収率でそれぞれ 0.40%､0.09%､

0.07%､0.59%となり､4県をあわせた放流効果は 1.15%であ

った｡また､平成 19年度瀬戸内海西部放流群は､佐賀県の

みで検出され､回収率は 0.02%であった｡また､平成 20年

度瀬戸内海西部放流群は､福岡県､佐賀県で検出され､回収

率はそれぞれ 0.11%､0.01%であった｡
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(抄録)

山口県産フグやアマダイの無菌化･
熟成による高級生魚肉の開発

白木信彦

中国経済産業局の委託を受け､財団法人ちゅうごく

産業創造センターを管理法人とし､独立行政法人水産

大学校､山口県農林総合技術センター､山口県水産研

究センター､株式会社あじかん､株式会社ヤナギヤ､

株式会社奈可越が再委託を受け､平成 20年度地域資

源活用型研究開発事業及び平成 21年度地域イノベー

ション創出研究開発事業において､ ｢山口県産フグや

アマダイの無菌化 ･熟成による高級生魚肉の開発｣に

取り組んだ｡
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山口県水産研究センターとしては､ トラフグ､マフ

グ､アマダイ､シロサバフグの無菌魚肉について遊離

アミノ酸組成の分析を行い､熟成による変化を明らか

にした｡

なお､本事業の成果については､平成 20年度地域

資源活用型研究開発事業成果報告書及び平成 21年度

地域イノベーション創出研究開発事業成果報告書とし

て取りまとめられ､委託者である中国経済産業局に報

告された｡



究研港内



資源評価 査事業(内海)

内田喜隆*･木村博 ･和西昭仁

目 的

我が国周辺海域における水産資源の現状と動向を把降し,

的確な資源評価と動向予測を行う上で必要な資料を収集する

ことを目的として,独立行政法入水産総合研究センターから

の委託を受けて実施した｡

材料と方法

漁場別漁獲状況調査

カタクチイワシ･マダイ･ヒラメ･トラフグについて指定

された水捗プ地における月別漁細 腰獲量をそれぞれの

漁業臨同組合資料から把握した (表1)0

生物情報収集調査

カタクチイワシ･マダイ･サワラ･ヒラメ･トラフグにつ

いて､漁獲物の体鵬 等を把陰するた棚 fJ

定評査を行った (表2)O

榛本船調査

ヒラメを漁獲対象とする/l嘩重機船底びき網漁業 (以下,小

底と省略)8経営体を対象とし､出漁日ごとの漁獲量･漁堤

等を調査した)

カタクチイワシ卵稚仔調査

山口県公害･漁業諏査船 ｢せと｣(30 トン)を使用して,

瀬戸内海の20定点において改良型ノ/レマックネットによる

海底直上からの鉛直曳きを亀月1回行った｡採集物の選別･

同定･計数については､水産総合研究センターを通じてマリ

ノリサーチ株式会枇こ委託された

放流魚の混入率調査

マダイについては､県東部の2施設で中間育成された放流

直前の種苗を採取し､傍島1)に従って鼻孔隔皮欠損標識率を

調査した｡

ヒラメについては県東部･中部の4施設で中間育成された

放流直前の種苗を採取した｡ヒラメの放流魚標識の判定は､

これまや輔朗叫尾柄部における異化部位の有無(旧基挙)で行

っていたが､平成 21年度から宮津耗培漁業センター』 (新

基準)に従って無日脚 財ヒ標識率を調査した)

マダイ･ヒラメとも､市場に出荷された漁獲物の体長組成

調査と併せて､上記の基準に従い放流魚の混入率を調査した

が､ヒラメについて手套芦一夕の連続性を保つため旧基準によ

る判定を平行して行った｡

沿岸資源動向調査

シャコ･メイタガレイ･イシガレイ･マコガレイについて､

/l堰:標本船日誌調査 (1984年以晩 シャコのみ1999年以降)

におけるCPUE(漁獲量/出漁回数)の動向および漁獲物の体

長組成等を調査し､資源水準と資源動向の判定を行った｡

結 果

調査結果は,水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所

に提出し､資源評価対象種の資源解析に用いられた｡資源評

価絶対水 産庁のホーム心 -ジ等で公表されているが､本県

漁業の動向と資派評価結果を対比させた山口県版資源評価情

報 を ｢海 鳴 りネ ッ トワー ク｣ホー ムペ ー ジ

(http://W .pref.yamguchi.1g.jp/cms/a165叫/umirwi/u

minar卜top.html)に掲載した｡

カタクチイワシ卵稚仔調査

2009年4月-2010年3月にかけて合計11回の調査を行った

(2010年2月i湖 fDo2009年度は6,738粒の卵および1,515

尾の仔魚が採集された｡卵･仔魚ともに出現期間はケ12月で,

採集量のピークは6月であった｡

放流魚の混入率調査

2009年度のマダイ放流種苗標識率は0.467-刀.519で､放流

尾数で重み付けした平均値は0.503であった｡また､これま

でに報告された山口県瀬戸内海域におけるマダイ放流程苗の

鼻手偏皮欠損額砕料ま､担当者独自の基準で判定されたこと

が明らかとなったため､標本が残されていたものについて､

傍島Dの基準に従って再検討を行い､併せて表3にとりまと

めた｡

ヒラメ中間育成種苗の新基準による標織科ま0.鰍 .0.800

*現 :水産研究センター 外海研究部
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で､放流尾数で重み付けした平均値は0.758であった(表4)0

尾柄部の軽微な異化が全ての個体に認められたため､旧基準

による標敢斡ま全ての群で1.00と高かった (表4).

市場に出荷された漁獲物の標識魚混入率は､マダイで

0.012(15/1,297尾､放流海域に近しう鴇己店のみ集喜市､ヒラ

メ新基準で0.110㊥4/851尾)､旧基準で0.184(157/851尾)

であった)

沿岸資源動向調査

シャコ:2009年の小底 cpuEは 1.26kg/出漁で高水準期

(2000-2004年)の25%に低下していることから資源水準は低

位,近牢のCPUEの落ち込みから動向庸威少と判断した｡

メイタガレイ:2009年の/l底 cupEは1.45kg/出漁で高水準

期 (1996-1SX)7年)の32%に低下したが,1980年代と同程度

の水準を保っているため資源水準は中位,この 5年ほど

2.3-2.7kg/出漁で安定していたCPUEが2009年に急落したこ

とから動向は減少と判断した⊃

表1漁場別漁獲状況調査の概要

魚種名 水揚げ地 漁業種類 備 考

カタクチイワシ 県漁協東和町支店 船びき網 月別漁獲量
マダイ 県漁協東和町支店 吾智網 〝

刺 網 〝

一本釣り 〝

県漁協光支店 吾管網 〝

トラフグ 周南市地方卸売市場 ふぐ延縄 〟一二 J二 二 = :
ヒラメ 県漁協東和町支店 刺網 JJ

イシガレイ:20(冶年の中底CUPEは0.20kg/出漁で高水準期

(1984-1988年)の2(舶こ低下していることから資源水準は低

位,2(X氾年頃からcpUEの低下傾向硝軌＼ていることから動

向は減少と判断した,

マコガレイ:2009年の/1億 CUPEは0.24kg/出漁で高水準期

(1993-1997年)の11%に低下していることから資源水準は低

位,卓越した2005年級群によって一時上昇したcFVEが2008

年以降急落したことから,動向は減少と判断した｡

文 献

1)傍島直樹 (1986):鼻孔属皮の欠損によるマダイ放流種苗

と天約魚の識別の可能性 京都府海洋センタ･俄 10,35-40.

2)宮津秘翻 気業センター(2006)日本海中西部ヒラメ連携調

査における無目別離尉畔り定基準.平成17年度日本海中西部ヒ

ラメ広域垂携調査事業報告書,卜6.

表2生物情報収集調査の概要

魚種名 水揚げ地 測定項目 調査時期■■■lllll■llllllllll■■■lllll■■■■- ■■■■■■lllll■■■■ll■l■l■■
カタクチイワシ 県漁協東和町支店 被鱗休長･体重 周年

生殖腺重量

マダイ 県漁光支店 尾叉長
サワラ 宇部地方卸売市場 尾叉長■■- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ヒラメ 周南市地方卸売市場 全長Ill■■llll■■■l■■■■■■lllllllll■■■■■■lllll■ll■lllll■■■■■■■■■llllll■lll■■■■■■■■■■lllll■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■l■■■■■■■■■■■lll- 1■■■
トラフグ 周南市地方卸売市場 全長

表32003年-2∝治年におけるマダイ放流種苗の鼻孔異常標識率(2∝)7年は欠測)

試料採取日

200367月17日
2003年7月11日
2004年7月2日
2∝旭年7月2日
2∝旭年7月2日
2m5年7月7日
2005年7月22日
2006年7月13日
2008年7月1日

22Mw9年77月86日
2∝柑年7月23日

育成施設

内海東部栽培漁業センター
光･熊毛栽培漁業センター
内海東部栽培漁業センター

光･熊毛栽培漁業センター(No.1)
光.熊毛栽培漁業センター(No.2)

内海東部栽培漁業センター

腰 肋 二
内海東部栽培漁業センター

闇 闘 酎 誘 二
光.熊毛栽培漁業センター

礼

異常率 異常率
0550 0.390
0.380 0.2501lll-
0.455 0.258
0368 0.263
0.016 0.∝氾
0.568 0.469
0･550 且39iQ
O.699 0.520
0.606 0.505

0.449 .0.355
0423 0.327
0374 0.271

孔 放涜 備
異常率 尾数
0.720 468,000
0.510 290.000
0.500 615,0(刀

45千鳥
60千慮

0.491
0.063290,0 00

0.679 645,000
0.640 225.000
0.813 636,000
0.716 585,000
0.533 240.000
0.519 565,000
0.467 246,500

表4 2∝冶年におけるヒラメ放流種苗の無眼側黒化標識率

試料採取日 設 調査

2009 .｡日 ･ 県舶 帥 店 . 尾8.5 旧悪 新5,i. 監
内海東部栽培漁業センタ-(No.1) 50 1.∝氾

内海東部栽培漁等センター(り?･?). 65 1･脚
光･熊毛栽培漁業センター 50 1.㈱
下松市栽培漁業センター 51 1rfXX)

2009年5月21日
209年6月23日
2009年5月25日
2∞9年5月21日

0月60 71,060
0.769 63,900
OBOO 184,000
0,765 115.000
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資源回復計画推進調査事業(周防灘小底)

内田喜隆*･木村 博

目 的

平成 16年に公表された周防灘/J磯 船底びき網漁業対象

種資源回復計画の資源管理効果をモニタリングするため､対

象種 (シャコ･ク/レマエビ･ガザミ･ヒラメ･メイタガレイ ･

イシガレイ ･マコガレイ)の漁業実態および資源生態を調査

した｡

材料と方法

漁獲物体長組成調査

周防紗J嘩機船底びき網漁業対象種資源回復計画対象種お

よびその他の重要魚種について､県内主要5市場 (光･周南 ･

防府･宇部 ･南風泊)に出荷された漁獲物の体長測定および

放流魚検出等の調査を行った｡

模本船調査

/]嘩機船底びき網漁業手繰第二種漁業および手繰第三種漁

莱 (以下単に2穐 3種とBi-)を営む16漁家に標本船日誌

の討帳を依頼した 討帳項目は出港日時･帰港日時･漁法 (漁

具種別)･魚捕網の目合 ･曳網回数･魚種別水換重量･魚種別

水揚状金額 ･給水扱げ金額 ･換勢樹戒とした｡

魚種別の日誌記掛も しばしば重量または金額の一方のみ

の記載となっている場合があるため,この様な場合には,そ

の魚種の月別平均単価から推定した値を用いた｡

シャコ資源調査

近年掛 軸ミ著しく低下しているシャコについて､漁獲

加入前資源の分布密度を把握するため､県漁賂山口支店に所

属する3種り底漁船を用船し､3種解禁 (11月10日～4月19

日)直後の2009年11月13日および漁期終盤の2010年3月

17日に宇部市南東沖6定点で20分間の稚 曳網を行った｡

用船した漁船の魚捕目合は12節であるが､漁獲加入前のシャ

コを採集するため､目合18節のカバーネットを用いた｡

採集したシャ叫滋研究室に持ち帰り､頭的甲長を測定した

が､適宜全長に換算して解析に供した｡

結果および考察

漁排脚本長組成調査

光19回､周南25回､防府 12回､宇部 17回､南風泊 14

回の合計 87回の調査を行い､主要 22魚種について合計

55,747個体の測定を行った (表1)0

表1漁練物体長組成調査対象種と測定個体数

種名 淵定部位 精度 個体数

クルマエビ 体長 1mm 1.556

ガザミ 全甲幅 5mm 5,130

マゴチ 全長 1cm 3252
ヨシノゴチ 〃 JJ 735

スズキ 尾叉長 " 3253
タイリクスズキ 〝 〃 62

キジハタ 全長 〃 35
コショウダイ 〝 〝 842

クロダイ 尾又長 〃 3,115
マダイ 〃 〃 3.412
サワラ 〃 〃 491

マナガツオ 〝 JJ 286

トラフグ 全長 〝 5,130

マフグ 〝 〝 り59
クロサバフグ W 〃 20

シロサバフグ 〃 〃 1,661
ヒラメ 〃 JJ 853

メイタガレイ 〝 〃 9.987

イシガレイ 〃 〃 1257

マコガレイ 〃 〃 4,160
アカシタビラメ 〃 〃 1,381

イヌノシタ 〃 JJ 7.670

棟本船訳査

2種｣底 の1回出漁あたり水換金板第1位は司防灘 ･伊予

灘ともハモであった (表2)｡伊予灘では2002年以降､ハモ

が常に1位となってきたが､周防灘でハモが1位となったの

は､2∝氾年にハモの調査を開始して以来初めてであり､-モ

の漁場が伊予灘から周防淋-と拡大したことを示すものとし

て注目される｡

また､3種では周防灘 ･伊予灘ともガザミが水揚金額 1位

となったが､20仰年はガザミの1回出漁あたり漁獲が過去最

高の豊漁であったことが影響したと考えられた

* 現 :水産研究センター 外海研究部
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シャコ資源調査

11月蘭査時の1曳網也丁こぎ)あたり平均採集個体数は､

同時期の水揚対象サイズであった全長8伽m以上で16.7個体､

8伽m未満で236.5個体であった｡3月調査時では､80m以上

で19.9個体､全長80m未満で238.1個体であった｡高い漁

醜 ミ掛かっていると考えられる3種換業期間であるにもか

かわらず､漁獲サイズ･それ未満のサイズともに､平均採集

個体数はほとんど雪財ヒしなかった｡今回の調査範囲において､

11月では沖合域に分布が多く､3月に沿岸域で分布が多くな

っていることから(図1)､分布域の変化が見かけのシャコ密

度に影響した可能性が考えられた｡

表2 2009年の小型底びき網様本船の 1回出漁あたり水揚金額上位 10種 (単位 :円)

周防灘

1

2
3

4

5

6
-

8
9
10

はも6
,
249

がざみ4
.
593
赤えび4
.
343
車えび3
,
990
ぶとえび2
.
910

いいだこ1
,
107
甲いか902
まだい782
たこ626
Lやこ 607

がざみ 10,488

赤えび 4,411f

S'Jえび 4,206連丁･赤舌 3,114

甲いか 1,590

Lやこ 1,005

めいたがれい 1,004

車えび 1,003
いいだこ 861

赤鼻 537 伊予灘2

種 3種はも 2

9,868 がざみまだい
5,糾1 連丁･赤舌ぶとえび 4,060 赤

貝車え

び甲い

か平目

すずき

平あじがざみとらふぐ

2,687 甲いか

2,604 平目

1.052 めいたがれい

1,035

こち921 赤
えび597 ぶとえ

び449 まこがれい 60)75163164111111

1176

5

2

2

1

1

1

5

5

5

7

1

9

8

5

叫

3

3

9

1
5

6

2

3

9
7

表32009年の小型底びき網様本船の1回出漁あたり水揚重量 上位 10

種 (単位 :kg)周防灘

1

2
3

4

5

6

-

8
9
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赤えび
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甲いか
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1
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1
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画計復回源資型先地

目 的

査事業(アサリ:中間育成)

多賀 茂 ･畑間俊弘 ･原川泰弘

本県は､種苗生産された殻長2-3mmの人工種苗を放流

サイズである殻長 10mmまで大量に中間育成する手法とし

て､｢潜砂性二枚貝の養殖方法｣の特許を取得した｡この方

法により従来と比べて簡易で安定したアサリの中間育成が

可能となったが､価格の安いアサリの人工種苗を事業化し

ていくためには更に生残率の向上や育成期間の短縮が望ま

れる｡

本事業では､潜砂性二枚貝の養殖方法によるアサリの中

間育成について､生残率の向上および育成期間の短縮技術

の開発を行 う｡本年度は生残率向上のための水槽管理技術

について中間育成試験を行った｡

材料と方法

1 中間育成施設及び飼育条件

中間育成施設は､屋外に設置した水槽(0.5mX20mX深

さ0.2m)を3槽使用した｡水槽内には砂を3cmの厚さで敷

きつめ､砂床とし､内部にアサリ種苗を 10,000 個/rrfの密

度で収容した｡試験に用いたアサリ種苗は､屋内で1tの

円形水槽で試験開始前日まで飼育した平均殻長2.3mmの種

苗を使用した｡

1水槽当たりの自然海水の注水量は､1.2kL瓜 とし､水

槽内の水面から砂床表面までの水深が約2cmとなるように

水槽短辺の一方から自然海水を注水し､もう一方-と排水

を行ったO各水槽にはNw d ompd sp.を添加するた

めの供給口を自然海水の注水口から5m間隔で4ヶ所設置

したoNw 軸 由sp.は塵外の 30t及び 50tの組

立式キャンバス水槽で培養し､サイフオンにより管を通し

て供給口から5mi/S添加し､1水槽につき合計 20musを

添加した｡添加した Nw 軸 由sp.の細胞密度は､

日によって差はあるものの概ね 500万cens/mi～1,000万

ceuslmlの範囲であったO

アサリの封幹陛物及び自然海水と伴に侵入してくる競合生

物(アオノリ等の藻類､ホ トトギスガイやブ ドウガイなど)

を排水と伴に除去するために､自然海水の注水側から排水

側-芹臣事で砂床表面を擾拝する.この擾拝を毎日1回行 う

(以下試験区1)､毎週 1回行 う(以下試験区2)､まったく

行わない(以下試験区3)とした｡

試験は平成 21年 3月 23日から平成21年 7月 15日ま

での 115日間行った｡

結果及び考察

1水温

注水時の自然海水の水温は､ll.0℃(4月 3日)～25.3℃

(7月 14日)の範囲で推移した｡4月中旬～4月下旬に15℃

前後だった水温は､5月上旬から緩やかに上昇し､6月中

旬に20℃となった06月下旬からさま水温の上昇がやや大き

くなり試験終了の7月 15日には25.8℃と最高水温を記録

した｡排水時の水温が注水時の水温に対して平均で 0.9℃

(最大 3.8℃)高くなっている｡これは水槽内の水深が2cm

と浅いため気温の影響を受けやすく､水槽内で上昇したた

めと考えられる(図 1)｡
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6月1日 7月1日図1 アサリ中間育成施

設水槽の水温2生残率全ての試験区で6月上旬(6月 2

日)までは 100%の生残が続いた｡6月中旬(6月 18日)には試験区2



験区3で84.8%とやや低下した.6月末(6月 30日)では

試験区1で88.0%､試験区2で88.3%､試験区3で64.0%

と試験区3が大きく低下した｡試験終了の7月 15日には

試験区1で 72.2%､試験区2で 74.0%､試験区3で53%

となった(図2)0

%

*
#
判

3月23日 4月23日 5月2

3日 6月23日図2 アサリの生残率

試験区3で生残率が大きく低下した要因としては､砂床

表面の擾幹を行わなかったことから､アオノリ等の藻類が

水槽内で繁殖し､砂床表面を覆うことで海水が停滞する面

積が拡大しアサリが-い死したものと思われる｡3 殻長の推

移試験区毎の平均殻長の差古淵 験期間を通じて小さく､試験終了

の7月15日にを滴 験区1で11.5皿､試験区2で11.6tnn

､試験区3で11.9mmであり試験区間の差はほとんどなかった0日間成長量は全ての試験区で平均 0.08mddayとな

った｡日間成長量は一様ではなく､6月2日までは0.07皿/day

～0.08mddayであったが､6月2日～6月 18日にかけては0.14mdday～0.18mddayと急激に増加した.6月

18日～6月30日までの間はほを動転長が止まり､その後の7月15日にかけて0.05md

day～0.llmE/dayと成長が見られた(図3)0il 試族区1三一一◆一一試験区
2I-▲--試鼓区3iト ｢rJ

-_/

｣+ー▲一虞◆▲●
●●ー

●●●II f J

3月23日 4月23日 5月23日 6月2

3日図3 アサリの殻長 本年度の試験区において､生

残率については､試験区1と試験区2で差が小さく､試験

区3で低くなった｡成長については､試験区による差が見られなかっ



地先型資源回復計画調査事業(アサリ:母貝集団形成)

多賀 茂 ･畑間俊弘

目 的

本県のアサリ漁獲量は 1984年以降急激に減少を続け､

2004年には 2トンとなった｡その原因については､乱獲

や海の環境変化(海水温上昇や栄養塩不足など)､害敵動物

による食害等の複数の要因が関係していると考えられるが､

母貝が少なくなり､浮遊幼生の出現量が減少したことも原

因の一つと考えられる｡ さらに近年ナル トビエイのような

新たな害敵動物が出現し､母貝減少に拍車をかけている状

況である｡

そこで､母貝集団の確保と保護を目的とするため､被覆

網を用いたアサリ保護により食害を防ぐ方法を確立させ､

浮遊幼生を供給するための母貝団地形成技術を開発する｡

材料と方法

1調査地点

調査場所及び調査定点は山陽小野田市埴生地先(以下埴

坐)､平生町佐賀地先(以下平生)の干潟を選定し､埴生には

3定点､平生には1定点を設置した｡各定点とも概ね+70

-80cmの潮位で干出する場所である｡底質はどちらの干潟

も磯混じりの砂泥質である｡

2試験区

埴生地先 :2009年 7月23日に100m間隔で設定した3定

点(st.1､st.2､st.3)に3.6mX3.6m四方をロープで囲った

試験区を設け､アサリ人工種苗(平均殻長11.8mdを密度が

1,000個/m2となるように放流した後､保護網(目合9m血で

覆った｡

平生地先 :2009年 7月22日に3.6mX3.6m四方をロープ

で囲った3試験区を設け､アサリ人工種苗(平均殻長 11.8

也)を密度が 1,000個/m2となるように放流した後､保護網

(目合 9血)で覆った試験区(以下試験区 a)､保護網(日合

30mdで覆った試験区(以下試験区 b)､保護網なしの試験

区(以下試験区C)とした｡

3放流アサリの追跡

放流アサリの追跡は各干潟毎に8月～翌年1月まで毎月

1回行った｡生残率は各試験区で20cmX20cm枠内の生残

個数を計数し､3回の平均値から求めた｡計数した個体は､

持ち帰り､殻長､月餅毎度について測定用個体 30個を無作

為に選出して調べた｡なお 30個に満たない試験区につい

ては全数を調べた｡

肥満度の求め方は以下のとおりとした｡

軟体部湿重量g÷ (軟体部湿重量g+殻重量g)×100

結果及び考察

埴生地先 :生残率は全ての試験区で8月～9月にかけて急

激に減少し､9月 17日の調査では全ての試験区で20%以

下となった｡その後を鰭 やかな減少となり1月 13日には

st.1で15.0%､st.2で2.5%､st.3で7.5%となった(図1).

殻長の成長は試験区毎の差を別 ､さく1月 13日の平均殻

長はst.1で23.3Ⅲ皿､st.2で22.7m ､St.3で24.5mとなっ

た(図2)0

月餅毎度は全ての試験区で 26-29前後で推移し横這い傾

向が続いたが､st,1では1月 13日に32.7まで上昇した(図

3)0

埴生地先の3定点では､生残率が8月～9月にかけて大

きく低下する傾向が見られた｡どの試験区内でも局所的に

多くのアサリが確認され､また局所的にはまったく確羅さ

れない状況が見られた｡この時期の試験区に嘲呆護網ごL

に小さなすり鉢状の窪みが多数見られたことから､放流直

後の小型のアサリを保護網ごLに食害生物に捕食された可

離 があり､食害生物にはクロダイ等の魚類が考えられる｡

アサリの成長及び肥満度では st.間の差が小さくアサリ
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の生育には一一様な環境と思われる｡
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平

生地先 :生残率は､試験区毎に差が見られ､1月 12日では試験区aで100%､試験区bで17.5%､試験区Cで0%

となった｡試験区もでは緩やかな減少が続き､

試験区Cでは放流後の急激な減少が大きかった(図4)0

成長は､訴欺区毎の差は小さく､1月12日の平均殻長は､試験区aで18.9皿､試験区bで21.5Ⅲ恥試験区Cでは生

残率0%のため測定不能であった(図5)｡肥満度は､夏から

秋にかけて上昇し､冬にはいっても緩やかな上昇又は横這

い傾向が見られた｡ピークの出現は､試験区aが 1月 14日で

33.9､試験区bが同じく1月 14日で36.0､試験区Cは11月 19日の33.8

(以後は生残率0%のため測定不能)であった(図6)0 平生地先で行った試験区ではアサリ放流後に網による被

覆保護を行わない藤倉は､放流5ケ月目には生残率が0%

となった｡網による被擾保護を行った場合でも網目合いが9mmの試験区aと網目合いが30mmの試験区bで生残率に

差が見られ､放流6ケ月目の 1月 14日には試験区 aで100%､試験区bで17.5%となった｡一方､成長及び肥満

度は､試験区aと試験区bの平均値に差が見られない(t顔

EpdO.(均 ことから､母貝集団形成のための保護網には試

験区aの網目合い9mmを 用いることがより効 果的と推察さ

れた
｡
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貝類増養殖開発試験事業(アサリ)

吉松隆司

山口県のアサリ漁獲量は､1984年から急激に減少し､平成

17年以降は年間約 3トンと低迷している｡この原因として､

ナル トビエイ等により食害されていること､ならびに餌料不

足や底質環境の変化等がアサリの成長を阻害していること

が考えられる｡

これまでアサリの成長は殻長組成の推移から推定してい

たが､明瞭ではないので､アサリの貝殻に刻まれている輪紋

を測定することによりアサリの成長を推定した｡

材料および方法

平成 19年8月～21年 5月にかけて､延べ 100回の調査を

行い､採取したアサリ1,188個体の殻長と貝殻表面に表れて

いる成長輪を測定した｡試料採取を行った場所は､アサリ母

貝団地の調査をおこなった平生干潟 (熊毛郡平生町佐賀地

先)､戸田干潟 (周南市戸田西津木地先)及び埴生干潟 (山

陽小野田市埴生地先)､アサリ生息調査を行った今津川河口

干潟 (岩国市)､馬島地先 (田布施町)､夜市川河口 (周南

市)､向島地先 (防府市)､山口湾干潟 (山口市二島)及び

東岐波干潟 (宇部市)並びに小野田潜水器漁場(山陽小野田

市本山岬)であった｡

(1)測定

アサリ貝殻表面には､成長輪が貝殻縁辺に平行に刻まれて

おり､1年周期の模様をなしている｡これらの成長輪のうち､

秋の大潮と生殖活動によって形成されたと思われる成長輪

(以下､秋輪と呼ぶ)を測定対象とした｡

輪紋の季節パターン及びアサリ採集日を勘案することに

より､秋輪を特定して､ノギスで秋輪の殻長方向の長さ(以

下､秋輪殻長という)およびアサリ殻長を1m 精度で測定し

た｡

以後､採取日直近の秋輪を第1輪､前年の秋輪を第2輪と

呼ぶ｡

(2)サンプルの秋輪の検討

第 1秋輪と第2秋輪の殻長の差を年間成長とし､秋輪形成
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後成長開始時の殻長すなわち第2秋輪殻長と年間成長の関

係を次式により表した｡

年間成長(也)-ax LN(第2秋輪殻長(mm))+b

●●●●●●

サンプル群毎に､定数a､bおよび積率相関係数rを求め､

片対数回帰直線のrが95%(危険率5%)水準で有意になる成長

輪を秋輪と判定した｡

(3)成長の比較

年間成長の式 1)を用いて､採取場所や成長年が異なるサ

ンプルの比較を行った｡

結 果

平成 19年8月から平成 21年 5月にかけて山口県内10箇

所で採取した59サンプル群のアサリ貝殻 1,188個について､

第 1秋輪および第2秋輪を特定し､第2秋輪殻長に対するア

サリ年間成長の回帰式は表 1のとおりであった｡

山口県全体でみた平成 17年から20年までのアサリ成長量

は

年間成長(皿)-0.9872×LN(秋輪殻長(mm))+8.8752

で表わされ､殻長 15mmのアサリは､翌 10月までに11.5mm

の成長をして､殻長26.5皿 となることが予測された｡

同様に､第2秋輪殻長が15m の場合の年間生長を年別に

計算すると､平成 17年 10月～平成 18年9月の間は､11.5mm､

平成 18年 10月～平成 19年 9月の間は､ll.5mm､平成 19年

10月～平成 20年9月間は､ll.7m となり､ほぼ同じであっ

た｡

採取地別にみた第2秋輪殻長が15mmの場合の年間成長は､

平成 17年 10月～平成 18年 9月では､平生 12.1mm､戸田

12.0mm､埴生 11.Am ､東岐波 11.0m であったO平成 18年

10月～平成 19年 9月では､戸田12.3nm､平生 12.1mm､向島

12.0mm､岩国 11.8mm､山口湾 11.3mm､馬島11.2mm､夜市川

ll.0mm､東岐波 10.9mm､埴生 10.8mmであった｡平成 19年

10月～平成 20年 9月では､小野田12.5m､平生 12.OtTm､戸



田 11.6mm､山口湾 11.4m､埴生 11.3mmであった.小野田潜

水器漁場､平生干潟および戸田干潟におけるアサリの成長が

良かった｡
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穀 長 くmm)

小 平均 点
35 39.4

22 30.0

23 32.4

30 34.8

解析対象成長期間 試料採取地 採取年月日 個休数

2005年10月-2006年9月

戸田 2007/9/27 20

平生 2007/9/27 11

埴生 07/8-07/9 97

東岐波 2007/9/26 20

50

45

38

40

戸田

平生

埴生

東岐波

2006年10月-2007年9月 山口湾

馬島

夜市川

07/10～08/9

07/10.-08/9

07/10-08/8

07/10.-08/4

08/4-08/9

07/10-08/9

07/10-.08/9

向島 2008/7/30

岩国 2008/6/2

185 21 35.7

99 21 40.0

172 19 32.0

115 25 35.3

21 22 30.2

77 15 33.2

13 26 31.4

15 21 30.9

17 37 40.3

2007年10月-2008年9月

戸田

平生

埴生

山口湾

小野田

08/10･-09/1

2008/10/16

08/10-09/9

08/12.-09/3

2008/12/11

127 19 34.4

20 24 30.6

62 21 26.5

69 14 26.3

35 21 28.3

2005年10月-2006年9月 山口県瀬戸内海 07/8-07/9 128 22 33.2

2006年10月～2007年9月 山口県東戸内海 07/10-08/9 747 15 33.6

2007年10月-2008年9月 山口県東戸内海 08/10-09/9 313 14 30.1

2005年10月-2008年9月 山口県漁戸内海 06/9/-09/9 1188 14 32.6

(mm) y-aLN(x)十b 95%有意
最小 最大 a b r 水準のr

11 24 0.8320

2 19 0.9989

4 16 1.3746

10 18 2.2858

9.7953 0.6403 0.4329

9.4237 0.8669 0.5760

7.6723 0.7382 0.1977

4.7765 0.7448 0.4329

2 32 0.9794

5 24 0.9312

2 26 0.7549

11 28 2.4990

3 22 0.9584

4 30 2.5939

15 27 3.5945

3 17 1.5521

18 24 2.3149

9.6302 0.8649 <0.1946

9.5708 0.6221 0.1956

8.7104 0.7755 <0.1946

4.0875 0.7167 0.1790

8.7117 0.6754 0.4125

4.1470 0.8642 0.2231

1.2522 0.8827 0.5324

7.7743 0.8703 0.4073

5.4952 0.6933 0.3494

7 35 2.0246

12 21 1.7762

7 21 0.7979

3 19 1.4574

8 22 2.4790

6.0878 0.7707 <0.1946

7.1481 0.4920 0.4329

9.1276 0.5464 0.2482

7.4815 0.8944 0.2355

5.8263 0.8473 0.3620

2 24 1.0995

2 32 0.7966

3 35 1.6865

2 35 0.9872

8.5361 0.6480 <0.1946

9.3558 0.4718 <0.1946

7.1185 0.8229 <0.1946

8.8752 0.5672 <0.1946
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貝類増養殖開発試験事業

(ミルクイ陸上養殖技術開発試験)

多賀茂 ･原川泰弘

目 的

本県ではアサリをはじめとする潜砂性二枚貝の資源量が

大きく減少したため､放流用の人工種苗生産技術開発及び

放流技術開発に取り組んできた｡ミルクイについては､殻

長5mmの人工種苗数百万個を生産することが可能となった

が､海域における放流技術については､放流後の食害が大

きな障害となり､普及には至っていない｡また､砂を敷い

たコンテナ寵による海上垂下飼育では､波浪による砂の流

出や飼育施設の破損により､長期間に渡り大量かつ安定的

に育成することが困難な状況であった｡

そこで､新たなミルクイ種苗の活用方法として管理が容

易な陸上水槽での飼育方法を検討し､新たな養殖技術の開

発を目指すこととし､本年度は､飼育密度に関する試験を

行った｡

材料と方法

1飼育施設及び飼育条件

飼育施設は屋外に設置 した水槽 (0.25mXIonX深 さ

0.4m)を4槽使用した｡水槽内には砂を30cmの厚さで敷き

つめ砂床とし､内部にミルクイを収容した｡ 1水槽あたり

の自然海水の注水量は 0.5km とし､水槽内の水面から砂

床表面までの水深が約2cmとなるように水槽短辺の一方か

ら自然海水を注水し､もう一方から排水を行った｡各水槽

にはNann軸 由sp.を添加するための供給口を自然

海 水 の注水 口か ら 3m間隔 で 3ヶ所 設 置 した ｡

Nw ∝左血癖 sp.は壷外の 30t及び 50tの組立式キ

ャンバス水槽で培養し､サイフオンにより管を通して供給

口から5mys添加し､1水槽につき合計 15musを添加し

た｡添加したNw ∝丘如 由sp.の細胞密度は日によっ

て差はあるものの概ね 500万 cells/m1-1,000万 cens/mi

の範囲であった｡

毎日1回､自然海水の注水側から排水側にむかって化繊

ほうきで砂床表面を撹拝し､ミルタイの粛緋物 や自然海水

と伴に侵入する疑合生物(アオノリ等の藻類､ホ トトギスイ

やブ ドウガイなど)を排水と伴に除去した｡

試験には砂を敷設したコンテナ寵により試験開始前日ま

で海上垂下飼育した平均殻長 33.0mmのミルクイ種苗を

3,750個使用した｡4水槽内のミルクイ種苗密度をそれぞ

れ 100個/mB(以下試験区1)､200個/m2(以下試験区2)､400

個/m2(以下試験区3)､800個/m2(以下試験区4)とした｡試

験は､平成 21年 11月 1日から平成 22年 2月 22日まで

の 114日間行った｡

結果及び考察

1水温と生残率

注水時の自然海水の水温は 19.4℃(11月 10日)～7.2℃

(1月 18日)の範囲で推移した｡11月上旬に18℃～19℃だ

った水温は､11月後半から急激に低下し､12月22日には

初めて10℃を下回った｡特に1月 4日～2月22日までは

10℃以下の水温が続き､この間の平気水温は 8.5℃であっ

た｡排水時の水温が注水時の水温に対して平均で0.7℃(最

大3.6℃)低くなっている｡これは水槽内の水深が2cmと浅

いため気温の影響を受けやすく､水槽内で低下したためと

考えられる(図 1)0

飼育期間を通 したミルクイの生残率は全ての試験区で

100%であった｡

2 ミルクイの殻長と体重の推移

試験区毎にミルクイの平均殻良と平均体重に差が見られ

たo平均殻長は2月 22日(114日目)に古淵 験区1で50.1

m恥 試験区2で48.5皿､試験区3で44.2mm､試験区4で

40.6mmとなり､期間成長量は､それぞれ 17.1mm､15.5mm､

ll.2mm､7.6mmであった｡最も成長の大きいのは試験区1

であり飼育密度が大きい試験区ほど期間生長量も小さかっ

た(図2)｡各試験区の平均値には有意差(A〃PTA,pd9.01)

が見られ､多重比較を行 うと､試験区1と試験区2におい

て有意差がなく(21LkeyHSP,B.S.)､その他の試験区の組み

合わせ全てに有意差が見られた(ZhkeyHSD,pdO.01)o
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平均体重は､2月22日(114日日)には試験区1で20.9g､

試験区2で18.8g､試験区3で14.6g､試験区4で11.0gと

なり､期間増加量は､それぞれ 13.9g､ll.8g､7.6g､4.0g

であった｡最も増加量の多いのは､試験区1であり､飼育

密度が大きい試験区ほど期間増加量が小さかった(図3)0

各試験区の平均値には､有意差(A〟PTCA,pdO.01)が見られ､

多重比較を行うと､試験区1と試験区2において有意差が

なく(ZizkeyHSD,D.S.)､その他の試験区の組み合わせ全て

に有意差が見られた(ZtzkeylmDp{0.01)O

殻長･体重ともに試験区2と試験区3の間で差が大きく

なる傾向が見られた｡

3 飼育面積当たりの重量増加量

飼育終了 114日日(2月22日)における試験区毎の面積

当たりの重量増加量を平均体重と飼育密度から求めた(図

4)｡飼育密度が1(氾個/m2-400個/Ⅰ剖こかけては面積当た

りの重量増加量が大きく増大しているが､400 個/rd～800

個/m2では重量増加量がほとんど変わらない.

飼育期間の半分近くが水温 10℃以下の低水温期であっ

たが､ミルクイの成長 ･生残は､順調に推移した｡試験区

毎の成長を見ると､殻長 ･体重ともに試験区2(200 個/rめ

～試験区3(400 個/rrf)で成長や増加量の差が大きくなっ

た｡また､面積当たりの重量増加量は､試験区3(400 個/

ポ)～ 試験区4(800個/mqで差が小さくなった｡このこと

から､ミルクの殻長が約30mm～約50皿であれば､本年度

の飼育条件における適性な飼育密度は､200個/rrf～400個

/m2の範囲にあると推測された｡
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クルマエビ放流効果共同調査

村田 実 ･木村 博

この調査は､クルマエビの尾肢切除標識を用いた標識放

流により放流効果を明らかにし､その結果から､最適な放

流手法を提起することを目的としている｡

本調査は､昨年度に引き続き(社)全国豊かな海づくり推

進協会の支援により､周防灘3県が連携して実施した平成

21年度栽培漁業資源回復調査等対策事業(周防灘海域クル

マエビ)として(社)全国豊かな海づくり推進協会に報告し

た概要である｡

材料および方法

昨年度と同様に山口､大分が､標識クルマエビを放流

し､福岡を加えた3県により市場調査等による追跡調査を

実施した｡

標識クルマエビは､山口が右尾肢切除､大分が左尾肢切

除により区別した｡

(1)標識放流用種苗

標識放流用種苗は､昨年度と同じ養殖業者から体長約60

mの種苗10万尾を購入し､7月16日と17日に県漁協東岐波

支店で全数右尾肢切除を行ない､囲い網に放養した｡

養殖場から標識作業場である東岐波支店荷捌所までの輸

送は､冷却海水 (18℃)を入れた発泡スチロール箱をトラ

ックに積み込み､標識作業の進捗にあわせ標識作業現場ま

で逐次輸送した｡

養殖場から輸送した種苗は､昨年同様､冷却海水を入れ

た5009水槽にいったん移した後､作業員各人のバケツに小

分けにして尾肢切除作業を行った｡

標識作業終了後､両日とも尾肢切除クルマエビを､網篭

に水切り状態で収容し漁船で囲い網まで輸送した｡

囲い網の設置場所及び囲い網の大きさは､ともに昨年と

ほぼ同じであった｡

(2)尾肢切除クルマエビの飼育試験

放流したクルマエビ種苗の初期生残率と有効標識率を知

るため飼育試験を行った｡

飼育に用いた水槽の仕様及び飼育方法は､昨年度とほぼ

同様であり1,2)､初期生残試験では2水槽を､尾肢切除標識

の再生試験では3水槽を使用した｡

給餌は1回/日とし､餌料はアサリあるいは魚肉を主体
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とし､クルマエビ用配合飼料を補助的に投餌した｡

各試験の飼育期間と飼育尾数は､初期生残試験では2日

間､230尾､尾肢切除標識再生試験では､生残試験終了後

から11月13日までの約5ケ月間､90尾 (各水槽30尾の3水

槽)であった｡

また､尾肢切除標識の再生試験に先立ち､放流種苗の切

除結果を確認するため､両日とも囲い網放養前に､活魚水

槽に収容した網篭から標識クルマエビを無作為に抽出し､

種苗の切除状態を検査した｡

(3)放流効果調査

標識放流クルマエビの水揚げ状況は､市場調査､漁獲統

計調査及び買い上げたクルマエビの生物測定調査により実

施した｡

市場調査は､東岐波支店､床波支店及び宇部市の各卸売

市場で行った｡

これまで調査市場であった周南及び防府市場は､調査効

率を考慮し調査対象市場から外し､あらたに秋穂と阿知須

のげんしき網及びエビ建網漁業を調査対象に加えた｡

束岐波支店では過 1回､その他の市場では毎月1回の頻

度で水揚げされたクルマエビの体長､性別､標識の有無及

び漁業種類について調査を実施した｡

水揚げされたクルマエビの買い上げは､東岐波支店､秋

穂支店､阿知須支店及び水産会社2社から定期的に実施し

た｡買い上げたクルマエビは､体長､体重､性別及び標識

の有無について調査を実施した｡

結果および考察

囲い網内の標識クルマエビは､7月19日の干潮時に囲い

網の網裾を開放して放流した｡

今年度の標識放流結果を表 1に示した｡2日間の種苗の

取り上げから標識装着前までの生残率は 87.7%､また､生

残試験の結果から､尾肢切除から囲い網開放までの生残率

は､1日目の種苗が 98.3%､2日日は 72.7% (全体では

82.8%)であり､全標識尾数 (有効標識放流尾数)は

72,600尾であった｡

(尾肢再生試供)

尾肢の切除状態の検査は､尾肢の90%以上､70から90



表 1 標識放流の結果

種苗由来

親エビ由来

放流年月日

放流場所

標戟尾数

平均体長 (胞Ⅹ-Win)(孤)

平均体重 ( 〝 ) (g)

棲敢装着率 (%)

作業効率

標識作業従事者

種苗単価

初期生残率 (%)

有効梼鉄率 (%)

内容

(有)宇部車海老養殖場

大分県佐伯市

2009年 7月 19日

宇部市丸尾港沖干潟

87,700尾

58.9(74-44)

2.52(4.8-1.13)

100

314尾/時間/人

延べ62人と作業補助延べ 8人

10円/尾

82.8

96.0

%未満､70%未満及びへい死の4区分に分けた｡

2日間で453尾を検査し､尾肢の 70%以上が切除されて

いた個体の割合は､89% (1日目90%､2日目87%)であ

った｡

次に､尾肢の再生試験では､試験区を切除 90%以上､

70%以上 90%未満及び 70%未満の3区に分け､各試験区

30尾を3水槽で､7月 24日から11月 13日まで 112日間

飼育した｡終了時の飼育クルマエビの大きさは､平均体長

113皿､体重 14.8gであった｡

切除割合ごとの判別結果は､70%以上の切除では 100%

の個体が判別可能であったが､70%未満では 62.1%であっ

た｡

以上の結果から､今年の種苗の有効標識率は､

1-0.106×0.379≒0.96とした｡

(放流効果調査)

今年度､市場調査等で確認した右群尾数は､昨年の調査

の約2倍､H19年再捕尾数に迫る184尾であった｡また､左

群は､過去最大の55尾であった (ただし､右群は山口県右

尾肢切除放流群を､左群は大分県左尾肢切除放流群を示

す)｡

また､両群の混入率は､ともに2ヶ年の調査の中間とな

る値であった｡

これまでと同様に､最も多くの右群が確認されたのは､

東岐波市場であった｡

東岐波市場では､8月中旬からげんしき網及びエビ建網

によって再輔が始まり､これまでの再捕結果のうち放流か

ら最も早く再輔が開始された｡そのため再拝開始時の大き

さは､体長100-11伽皿で､これまでの結果と比較して最も
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小型であった｡また､この時期の再捕群中には､大きさに

よって判別可能な越年群と考えられるクルマエビが混入し

ていた｡

また､左群も同時期にげんしき､エビ建あるいは底びき

網によって再挿された｡ また､左群は右群より大きい個体

が多く､両群の大きさの違いが明確であった｡

9月には､げんしき網やエビ建網によって､まとまった尾

数の右群が再挿された｡また､9月中旬には､底びき網で

も当年放流の右群が再捕され､9月に右群の再捕尾数はピ

ークとなった｡

さらに､10月に入ると､右群の再捕範囲はさらに広がっ

た｡また､底びき網による左群の再捕割合が増えた｡

左群の再拝尾数のピークは､右群のピークより1ケ月遅

れて10月にあらわれた｡

11月以降､エビ建､底びき網ともクルマエビは不漁が続

き､再捕クルマエビは少なくなった｡

年内の再捕結果を各市場等のクルマエビ漁獲量と調査重

量で引き伸ばし､平成21年度の右尾肢切除クルマエビの放

流効果を推定した｡

回収尾数の推定に用いた混入率 (再捕尾数/調査尾数)

は､各調査市場別の値を月別に平均した値を用いた｡また､

漁獲量は､各市場の漁業種類別水揚げ量を用いた｡ただし､

宇部市場の水揚げ量は調査重量に市場開設日数を掛けた推

定水揚げ量で代用した｡

それによると､右尾肢切除クルマエビの推定回収尾数は

1,612尾､推定回収重量は57kgで､回収率は2.2% (H19

6.3% H202.0%)と推定された｡また､左尾肢切除は

1,116尾､推定回収重量は43kgと推定された｡

また､経済効果を示す費用対効果は0.28(H190.95 H20

0.36)と推定された｡

文 献

1) 全国豊かな海づくり推進協会 (平成 20年):平成

19年度栽培漁業資源回復等対策事業報告書 (周防

灘海域クルマエビ)､370-379.

2) 全国豊かな海づくり推進協会 (平成 21年):平成

20年度栽培漁業資源回復等対策事業報告書 (周防

灘海域クルマエビ)､420-432.



カイガラアマノリ増養殖技術開発試験事業

畑間俊弘 ･金井大成 ･松尾圭司 ･原川泰弘 ･鹿野陽介*

目 的

昨年度､全国で初めて販売に成功したカイガラアマノリの

事…掛ヒに向けた技術開発のため､漁業者との協働試験により､

生産実証試験を実施したので報告する｡

材料と方法

1試朗 所

山口湾奥部の中潟干潟及び波多瀬で実施した｡試験区の地

盤高は±Ocm中心に設定し､最も低い地盤で概ね-10cmとし

た｡

2供試糸状体

山口湾で採取した天然菓体からの果胞子移版及び平成 19

年度に山口湾産菓体から作製したフリー糸状休によるフリー

移植の2方法によりカキガラ等を利用した穿孔糸状体基質を

用いた｡

3試験区

干潟に0.33mXl伽lの帯状に配置場所を20タ耶製し､そこ

-穿孔糸状体を配置した 干潟-のカキガラ糸状体の展開は､

平成21年12月3日に実施した｡

4 摘採

試験区の状況確認を平成22年1月18日に､摘採を2月2

日､2月15日､3月2日の大潮干潮時に行った｡摘採は､各

試験区とも手で行い､肉眼で確羅できる葉休を全て収穫して

持ち帰った｡

5加工

収穫した乗取ま､全て天日乾燥による ｢バラ干し｣加工を

行った｡製品仲裁の前処理として､葉体を水道水で十分ぬ争

し､塩抜きを行い､砂等の爽物 を除去した｡

天日干しは､菓体を防虫ネットで作製した簾に広げ､風通

しの良い場所で9時から16時まで乾燥を行い､乾燥不十分

な場合は翌日に同様の乾燥処理を行った｡

製品については､天日干し作業直前の脱水湿重量と乾燥後

の製品重量を測定し､製品までの歩留りを把握した

結果及び考察

摘採1回削胡托水湿重量57,763g､製品重量3,410g､2

回剛湖党水湿重量54,599g､製品重量4,209g､3回剛剖脱

水湿重量6,963g､製品重量631gであり､今年度の紗収穫量

は､脱水湿重量で119,325g､製品重量で8,250gと､昨年度

の2.8倍の収穫量となった (図1)0

2月上旬



アユ放流効果把握調査事業

畑間俊弘 ･金井大成 ･松尾圭司 ･原川泰弘

目 的

河川を取り巻く状況が急激に変化する中､放流により漁

場としての魅力を創出し､遊漁者及び行使者の増加による

内水面漁業の亨割封ヒ･生産性の向上を図ることを目的に､

放流種苗の適性にあった ｢放流手法 倣流量､放流時期､

放流サイズ)｣の開発を行う｡

材料と方法

1調査場所

調査場所は図1に示す粟野川の4カ所で行った｡

2 調査期間

図1 jI董場所位舌餌(※ 小過は主に産卵期貴重)平成21年4月8日から平成21年

11月25日の間実施した｡3採集･確証方法採私こ坤 lj網 (目合6-9.5節)を使用し､産卵場周辺のア

ユを採掃した｡採挿したアユは､全長､体長､体重､生殖

腺重量､側臥ヒ締 り鱗数を測定した｡測定結果から肥満皮 ((

体重 (g)/体長 (mm)3)×106 )､生殖腺指数 (生殖腺重量 (g)/体重 (g)×100)を算出し

た｡側臥出瀞 臓 らゝ海産遡上アユ (天然)と放流アユ

(海産系人工アユ)の比率を推定した｡両者の判別は平成21年4月8

日に粟野川小迫堰堤魚道内で採捕した稚アユの-56-側線

上方鱗数測定結果 (19-22枚)及び放流アユの育成元

である植野川漁業協同組合から提供された出荷アユの側線上方横

声噸数 (17枚以下)の測定結果から19-22枚を海産遡上アユ､17枚以下を放流アユとした｡粟野川のア

ユ主漁場の早瀬､平瀬､淵の河沫形態毎の面積を求め､解

禁時におけるアユ適正生息尾数を推定した｡また ｢鞄 ､｢市庭｣､ ｢柵地｣の付着藻類種数 ･

付着量調査も実施した｡ 結果及び考察

調査結果は､以下のとおりであった｡本調査結果に関する詳細な図表は､ ｢アユ放流効果把握調査事

業資料｣として､本事業報告書資料編に掲載した｡

今年度は､放流アユと遡上アユの間に大きな成長差は見

ら

れなかったが､前年度との比較では､遡上アユ､放流アユとも

今年度は成育不良傾向であり､′j@化､やせ傾向である

ことが判った｡特に6月､7月の成育状況が悪く､長雨による餌料不足の影響が推察された (参考資料参照)0

今

年度の調査では､ ｢宮迫｣ よりも上流漁場にI池 上アユが少数しカ功口入しておらず､その時期も遅いことが判り､

河川構造物等

の遡上阻害要因が存在することが判った (図2)｡今年度は､漁協 (6万尾)+県事業 (10.4万尾)の164

千尾と､昨年度の2倍以上の放流を実施したが､遡上:放
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付着藻類調査では､各調査場所ともにビロウドランソウ

抑
如
拙
70
甜

細

繊

細

詑

旭

1

(%
)
掛

]
T

2桝7

Jt重点曇
60.000だ
JEJ量3> 18舶

Jk重点曇

68.000貞慶轟主事 1089Jk重点
曇164.808

1Et亀優憂JI年烹曇区豪王jE轟量3わ年で毒

手図3 /)牌 的臥こ掛ナる親魚由来比率の推移が優占種であった｡単位面積当たりの付着量は､ ｢宮迫｣､

｢楓 に比べて ｢柚

地｣がやや少ない傾向が見られた (参考資料参照)0

粟野川アユ主漁場の河沫面積から推定した解禁時の適正生息尾数は521,863尾と試算され､遡上 (放流)から

の生残率を加味した4月までに粟野川アユ漁場に必要な尾数は869,7

72尾と試算された (図4及び参考資料参照)0

しかし､この数字も健全な河川環境収容力及例 日の連

線性が維持され､天然遡上アユが生息適地に適正に分散でき

ることが前提であり､今後さ胡乱上阻害条件の特定やアユ種苗放流手法の改良により､｢現在の河川環境に見合った放

流方法及び漁場管理の在 り方｣について調

査研究していく必要がある｡ 文 献1)高橋勇夫 ･寺門弘悦 ･村山達郎 ･曽田一志 (2009):

高津川におけるアユの適正収容量

,島根県水産技術センター研究報告2

,49-64｢釣れる｣を前提とした場合の粟野川の

アユ生息尾敦の試算粟野
川の主なアユ漁壕の面積早業:

64,279rTF平

瀬:227,895TF渇 :236,顎薫irTF解禁時にr芋

Ihもと感胤 7 莞度
輔 他1)早)!:

2尾/rTF辛)!:1尾/l㌔
渇 :0.7尾

/hF｢釣れると感じる｣値をあてはめると

L j863尾のアコが蘇葉時(ユ､ねは嘩Iれる｣と体感

できる計算に｡しかし､遡上(放孟)か朝腎葉王脚 %棚 胞1)奉考度すさと

869,772尾の -アユが4月末までに川(ユ､る必勤 弓ある｡

図4 粟野



内水面重要生物増殖試験事業

(1)錦川の一部､木屋川の一部および田万川

に生息する魚類及び十脚 甲殻類調査

畑間俊弘 ･金井大成 ･松尾圭司 ･原川泰弘

目 的

県内主刑 Ilの魚類及び十脚甲殻類生白状況について､現

状を把陸し､河川環境陳全の基礎資料とすることを目的とし

て､平成12年度から毎年､これらの魚介類調査を実施して

いる｡当調査はこれまで年1水系を対象に調査を実施してき

たが､本年度は調査対鮒 lは して錦川(錦川漁業協同組合管

轄区域)､木島川 (俵山河川漁業協同組合管轄区域)､田万

川を選定して調査を行ったので､結果を報告する｡

材料と方法

1調査場所

(1)錦川(錦川漁業協同組合管轄区域)

調査場所は図1に示した7カ所で行った｡

川八嶋1下濃図1 第川(弟川漁業協同組合管轄区域)

調査場所固く2)木是川(俵山河川漁業協同組合

管轄区域)調査場所は図21示 した6カ所で

行った｡ノ
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川綱査場所圃2 採集

･確認方法採集方法さ# 川楓 場所に応じてエレクトロ

フィッシャー (SmidI-Rkxds社IR-20)､刺網､殺網､タモ

網等の網漁具類とカニ龍､エビ龍の穂炉を用いた｡また､大

型魚食性魚を対象に延縄 (幹糸長30m､枝鈎数30本､チヌ

鈎4号)を用いた｡誘因餌料としてカニ龍は､冷凍サノ領こ

びコノシロ､エビ龍は､冷凍オキアミ､市販のコイ釣用配合

醐 札 延縄は､冷凍アユの切り身を用いた｡その他に肉日脚 焔

鮎貝鏡による目視確諸調査も

併用した｡採集した魚類及び十脚甲殻類について､種名

が明らかなもの古淵 湯で種ごとの個体数と魚類及びエビ類の

全長､カニ類の全甲幅を測定した｡測定後､これらの陳集生物

I淵 Uとして現象で放流したが､種名が不明なもの､標本

に使用する個体は､活かした状態若しくは 1(瑞ホ/レマリン水で



研究センターに持ち帰り､後日､同定及び大きさの測定を行

った｡

結果及び考察

今年度の調査では魚類60種､十脚甲殻類10種の生息が確

認された｡綱 目で採繍または目視確認された魚種の調査結

果を表1i〇示した,

(1)錦川(錦川漁業協同組合管轄区域)

魚類46種､十脚甲殻類7種を確謎した 特徴としてはア

マゴ (降海型)､カジカ (中卵型)等の通し陳謝朝日ミ多く､

それらが本流域だけではなく､支流域においても確落され､

河川働 ミ現在も維持されている様子がうかがえた｡特

記事項としては魚類ではないがst.5において国の特別天然

記釦物であるオオサンショウウオの生息を確静した｡

なお､錦川の魚類及び十脚甲殻類の分布調査は､中途のま

まであり翌年度に引き続き実施される予定である｡

(2)木星川(俵山河川漁業協同組合管轄区域)

魚類26種､十脚甲殻類4種が確落された｡当該諏査区域は

木辱川ダムによってダム堤件下流の木毎Jlはは隔絶されてい

るため通し回遊性種は漁業協同組合の放流由来及び木島JIlダ

ム湖の陸封個体となるo特徴としてはスナヤツメ (南方種)､

イシドジョウ､カジカ Ckg円型)の生息数が上雌己的多いこと

表1 平成21年蜘 Il獅 蕗された鮒 甲裁類

であった｡

(3)田万川

魚類34種､十脚甲殻類8種を確認した｡特徴としては通し

回遊性種が中流域のSL3中小川地区を境に急激に魚種数及び

個体数が急減することから､中小川地区までは回遊魚の移動

が可能な状態を維持していることが分かった反面､St3中小

川地区周辺に通し回遊魚の遡上を阻害する構造物等なんらか

の障害が存在することが推察された｡

3漁業協同酔帥 摘撲権魚種の確静状況では､アユ､ウ

ナギ､コイ､フナ､ハヤ､マスについては､良好な定着択況

が確終されたが､モクズガニについては､田万川以外の粗目

漁協管轄区域および陰山河川漁業協同組合管轄区域では少数

の個体しか確謎することができなかっ7㌔

内水面漁場を取り巻く環境は厳しく､内水面漁業賂同組合

等の内水面関係者からの環状確認調査の要望は多いことか

ら､次年度以降も精力的に調査を実施し､魚種分布構成から

見た河川漁象の評価に繋がるようデ｣タ-収集を行いたVlo

各地点の詳細な魚種構成は､県内主要全剛 l閉査終了時に

研究報告にて掲載する予定である｡

魚類

喜芋和名 温州(鵜川 iL も 管 内 ) 未犀川(鍾LIJ河川iLt管内) EE)万川 二 ..li 鶴川(縫川量も管内) 未犀川(儀LIJ河川
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力ワ∃シノポリ 0 0 0タカハヤ 0 0 0 トウヨシノポリ 0ウタイ 0 0 0
シ口ウオ 0カネヒラ 0 ミミズハゼ 0 0ギンフナ 0 0 0 オオクチ

パス 0 0コイ 0 0 0 ブルーギル 0
0イトモロコ 0 0

カム九千一 0ムギツク 0 0 スズキ 0 0モツ∃ 0 ボラ 0 0
7T7t-}ナ1
●◆I*十Jg●
コウライニ∃イ
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0
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0ヤマトシマドジョウ 0 ク口ダイ 012345678810

1ll213日1516t70)012CP)▲754>7890

12勺一45q371222ク】
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q一3 イ-i/lliifr> I
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)▲万川スミウキコリ 0 0 123

45678910 ヌマエビ(

両難群) 0 0ドンコ



内水面重要生物増殖試験事業

(2)田万川におけるアユ成育状況調査

畑間俊弘 ･金井大成 ･松尾圭司 ･原川泰弘

目 的

田万川では近年､アユが著しい不漁であり､漁場にアユ

がほとんど確謎できない状況が続いており､執脚梅郷す査

を田万川漁業協同組合から要望されたので､田万川におけ

るアユ劫 Uのアユ成育状況からアユ漁象の現脚巴握及

び問題点を把陸する｡

材料と方法

1 調査日 平成21年8月24日から8月26日

2 調査噺軒 事前調査により田万川アユ主漁場の6カ所

を選定した (図1)0

st.1:田万川町梓橋 感柳城から感潮上限晩

St.2:瀬尻 下流から中流域に移行する流域のアユ漁象,

SL3:中小川 田万川中流域のアユ主ま鮎象

SL4:水管橋 田万川中流域のアユ主湘象

st.5:新田添橋 中流から上流域-の移行する流域のア

ユ漁象,

乱6:鈴野川合流点 上流域のアユ主漁吸,今年度は当

該区域にはアユ種苗の放流は､実施されていない0

3 調査方法

アユの採浦は､刺網によった 使用した刺網は､浮子綱

長30m､網丈1mで日合9.5節を2反駐用した｡採博した

アユは､全長､体長､体重､側線上滑 り鱗数を測定した,

測定結果から肥満度 ((体重 (g)/体長 (mm)3)×

106 )を算出した

側線上プ硝腎臓 ､ら天然アユ (以下 ｢海産艶上アユ｣)

と海産系人工アユ (以下 ｢放流アユ｣)の由来を判定した｡

田万川の遡上アユの採揃は実施していないため､両者の判

別は､同じ日脚 Ilである粟野川小迫堰免魚道で平成

21年4月8日に採挿した稚アユ鵬 土崩機械rj定結果

(19-22枚)及び田万川の放流アユの育成元である樫掛目

漁業協同組合から提供された出荷アユの側線_U硝替り鱗数

(17枚以下)の測定結果から19-21枚を海産遡上アユ､

17枚以下を放流アユとした｡

調査結果は､以下のとおりであった｡本調査結果に関する

詳細な図は､ ｢内水面重要生物増殖試験事業 (2)田万川

におけるアユ生虐状況調査資料｣ として本事業報告書資料

編に掲載した｡

結果及び考察

1 採捕捕状況

鈴野川合流点の1尾を除き､1カ所1時間程度の採輪で

全長20cm前後のアユが11-48尾とコンスタントに採掃

され､計157尾のアユを採博した｡日中の採捕作業で容易

にアユを採掃できることから､県内例 日に比べ田万川の

アユ生鮎密度は高いと感じられた｡特にアユ漁場としては

上流域となる乱5新田添橋周辺では､アユが優占種となっ

ていた｡

2 採臓 闇りのアユの由来比率

各場所の比率は､図1に示した通りであり､稔採捕アユ

の72%を放流アユが占めていることカ判 明し､今年度の田

万川で古事毎産遡上が少なかった可能性が示された｡

また､St3中小川地区とSt.4水管橋とで海産遡上アユの

上園 ミ急激に低下することから､中小川地区と水管橋の間

に遡上を阻害する堰堤等が存在している可能性があること

が分かった｡

3 採賭場転職fl､由来別の平均全長と平均体重の分布

放流アユではStl椿橋が大きく､平均全長213mm､平

均体重86.6gを示した,次いでSL2瀬尻､St5新田添橋､

乱4水管橋､乱3中小川の順となった)県内例 日の8月

同時期採賄アユとの比較でも田万川の放流アユの成長は､

平均以上であった)

海産遡上アユではSt6鈴野川合挽息が大きく､全長210

mm､体重88gを示した｡sT.6以外はかなり小型となり､

st.3中小川全長178mm､体重49gとなり､以下St.5新田

添橋､St2瀬尻､St.1椿橋の順となった｡県内脚 "の同

時期採捕アユとの比較では田万川の海産遡上アユは､やや
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小型傾向を示した｡

4 採捕場所別､由来別の肥満度分布

放流アユではSL4水管橋が 16と最も高い値を示した｡

次いでSL5新田添橋､Stl椿橋､sL2瀬尻､St3中小川の順

となった｡県内僻 覗Ilとの比較ではSt4水管橋､st.5新田

添橋､Stl椿帳は､高い値を示した｡

海産乱上アユではSL6鈴野川合流点が15.6と高い値を示

した｡St5新田添騒､sL3中小川も15以上の高い値を示

した｡St.1椿帳､St2瀬尻は､前述のSt3から大きく値が落

ち込む結果となった｡錦川､粟野川､大井川の同時期採捕

アユとの比較では St6鈴野川合汎点､st.5新田添橋､st3

中小川の3点は､粟野川以上の値を示し錦川と同等の値を

示した｡｢方のStl椿橋､St2瀬尻は､大井川の値も下回

る結果を示した｡

放流ア

養 塵 遡

} ! lI"NT;

中 小 川

-"'＼∵~~‥~-1~' ~ ~

鈴野川合流点

ノ＼

-＼ 15-

.一･へtJ′
' st

.3中小(iヱ一､､/r' 今回の調査はあくま

でもアユの盛漁期の成育状況のみの把握であり､しかも平成

21年8月末の僅か数日の調査結果でしかないが､平成2

1年の田万川アユ主要漁場のアユは概ね良好な成長を示し

､かつ放流によるアユ資沙諦幼口の効果が有効に働いたこと

は間蔓いなV㌔ 一方､海産遡上アユの比率が30%未満と僻 研lI

(粟掛 目60-80%)にくらべ著しく低いこと､海産

遡上アユの分布が中小川地区より下流に集中している環状

から､海産遡上アユの加入及び漁場-の遡上が有効に行

われていない可馳 ミ高い.漁協による放流が実施されて

いなけれ玖 今年度の田万川におけるアユ漁I淵 専すること

が難しい程の著しい不漁状況を示した可能性があったこと

が覗え､今年度と同様な状況が続くのであればアユ漁を維持するにI弱輩苗放流を継続する

ことが重要であると推察された

｡養産遡上アユ
51%

///' N

=41新 田添構 濃度遡上アユノ了 ′ し

図1 田万川



内水面重要生物増殖試験事業

(3)オオクチバス駆除 ･資源抑制技術開発試験

畑間俊弘

目 的

昨年度に引き続き､河川における効果的なオオクチ

バスの駆除 ･繁殖抑制技術開発を目的とした試験を実

施した｡これまでの試験から河川のオオクチバスは､

脚付きタイプの人工産卵床を選択して産卵することが

確認されており､本年度は､脚付きタイプの人工産卵

床のみを使用し､これまで人工産卵床設置実績のない

場所でも同様に産卵させ､可能な限り､多く産着卵を

除去することを主目的に試験を実施した｡

材料と方法

1 実施場所

昨年と同じく構野川で実施した｡試験場所について

は昨年の試験で産卵実績のあった①仁保川と間田川の

合流点の本川区域 (以下 ｢姫山｣)､②矢原河川公園

入 り江 (以下 ｢矢原｣)､③石津橋下流の本川区域 (以

下 ｢福良｣)､④中国自動車道下入り江 (以下､ ｢大

曲｣)の4箇所を選定した｡

各場所の特徴として､姫山は､2支流の合流点であ

り､緩やかな流れのあるトロ場､矢原は､中州と寄り

州により形成された入 り江状の静水域､福良は､本川

のオープンなェリアであり､常に緩やかな流れがある

フラットな河床の場所､大曲は寄り州により本流の直

接的な影響を受けない細長い入 り江状の静水域であ

る｡選定した4箇所ともオオクチバスを容易に目視確

認できる場所である｡

2 人工産卵床

各試験場所-は ｢脚付きタイプ｣ の人工産卵床 (図

1)を各々5基､計20基を使用した｡人工産卵床は5

m以上の間隔で設置した｡

3 産卵状況把握

試験期間は5月4日から6月27日とし､試験期間
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中は調査員2-4名により3日間隔で人工産卵床を引

き上げて､産卵の有無について確認調査した｡産卵が

ない場合は､産卵床の基質表面を清掃後､再び設置し

た｡産卵が確認された場合は､産卵床から全ての卵を

採集したうえ産卵床は清掃後に元の位置に設置した｡

採集した卵は持ち帰り､総産卵量､卵径等を測定した｡

図 1 脚付 きタイプの人

工産卵庄結果及び考察試験期間中､18回の

産卵確認調査を行った結果､人工産卵床-の産卵は､

計 18日､のべ41基､オオクチバス326,255粒､ブルーギ

ル 16,020粒の産卵が確認され､昨年度の計 11日

､のべ23基､オオクチバス総産卵数 226,546粒から大きく増加した (図2参

照)0350

,000300,
0002;8

,000100,

000璽ISO,0
00■★100,

0005

0.0000



この3カ年の結果から脚付きタイプの人工産卵床を

使用することにより､河川でもまとまった量の産着卵

を除去することができ､オオクチバス資源の有効な抑

制手法として使用することができることがわかった｡

また脚付きタイプの人工産卵床は､緩やかな流れ程

度の場所であればオオクチバスを産卵させることが可

能であり､設置場所の選択性が広く､汎用性に優れた

人工産卵床を開発することができた｡

なお当該試験における産卵床設置､産着卵計数等の

現場作業については植野川漁業協同組合の全面支援で

実施されており､植野川漁業協同組合 徳永義光代表

理事組合長並びに理事の方々の多大なるご協力にこの

場を借りて深謝いたします｡
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内水面重要生物増殖試験事業

(4)粟野川におけるアユ人工産卵場調査

畑間俊弘 ･金井大成 ･松尾圭司 ･原川泰弘

目 的

昨年度に引き続き粟野川において産卵場造成効果及び産

夕相貌 を把匪する目的で調査を実施した

材料と方法

1 調査場所

調査は図1に示した粟野川小迫堰下流の6ヶ所で実施

した｡

図1 調査場所2 調査時期平成 21年 9月

28日か ら 11月 25日までの間に 8回実施 した｡3調査方

法(1)産卵状況調査各産卵場造成区において､25cm

X25cmのコドラー ド枠で採取範頚を決め､枠内を1

5cm程度まで振り下げ､枠内の河床の砂疎等を

採取した｡採取した砂陳等をポリエチレンバットに広げ

て､目視にて産着卵を計数した｡計数作業は､1造成区に

つき4回行い､各回の産夕微 と平均産9轍 を求めた｡(2

)親魚調査調査毎に産身幅を周辺のアユを刺網 (目合

6-9.5節)で採-64-挿した｡採挿したアユは

全長､体長､体重､生殖腺重量､側線上潮≠野fJ鱗数を測

定した｡測定結果から肥満度 ((体重 (g)/体長 (m

m)3)×106 )､生殖腺指数 (坐殖腺重量 (g

)/体重 (g)×100)を算出した｡また､側線上方横夕臓 らゝ海産遡上アユ ㈱ と放

流アユ (海産

系人工アユ)の比率を推定した｡両者の判別は平成21年4月8日に

粟野川小迫堰放免道内で採挿した稚アユの側線上胡頼梯rJ定

結果 (19-22枚)及び放流アユの育成元である植野川漁業

協同組合から提供された出荷アユ搬 出硝野し麟数 (17枚以下)

の測定結果から 19-22枚を海産遡上アユ､17枚以下を放流アユとした

｡調査結果は以下のとおりであった｡本調査結果に関する詳細な図は､ ｢内

水面重要生物増殖試験事業 (4)粟野川におけるアユ人工産卵場調査資

料｣として本事業報告書資料編に掲載した｡ 結果

及び考察1 産卵状況産卵は､②､③､④の3箇所のみで確認され､

①､⑤､⑥では産卵を確認できなかった 産卵は10月5日に

②､③の上流右岸及び左岸造成区で最初に確羅された｡

④中間瀬は遅れて10月 14日に確認された｡産卵のピー



から推定した今年度の産卵量は2007年に比べて4倍に増

加した｡これには産夢暢造成効果に加え､宮迫地区より下

流のアユ親魚を粟野川漁業協同組合が周年禁漁としたこと

による親魚の保護効果も大きく寄与していると推察された

(下図及び参考資料参照)0

②上涜右岸造成匡

u
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国2 アユ産着軸熟の推移2 親魚調査

側線上方横ダ願 剖萄鋸栗から判別された親亀の由来は､

遡上アユ73%､放流アユ27%であり､前年度と大きな

変化はなかった (参考資料参照)0しかし､産ダ帽

を-の出現は､特徴が見られ､放流アユが10月上旬に急激田

酎ロ､入れ替わるように10月末に遡上アユの比

率が増加する傾向が見られた (参考資料参照)0調査日

毎の雌の肥満度一生殖腺指数の平均値の推移 (図3)か

ら産卵盛期に貢献した群が放流アユか遡上アユなのかを見ると

､確醐 轍 と月酪 連殖腺指数の動向が一致するのさ池 上アユであり､10月末から11月上

旬に生-65-殖腺指数も肥満度も大きく低下する動き

が

確認された｡さらに11月中旬にも再度低下が見られること

から､規模を別､さいが 11月中旬にも遡上アユを中心とした

まとまった産卵が行われたことカ判 った｡この3

カ年の調査から粟野川小迫地区のアユ産卵盛期は11月上旬にあり､山口県内水面漁業調整規則でアユ採浦が

禁止されている9月20日～10月31日と合致しておらず､適正な産ダ噛ま魚及欄 F喝の保護を行

う必弛 ミある.その際にt噛 阿､ら月掛ヒまでに要する日数も含めて検討する

必要がある
｡

遡上アユ
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資源管理体制強化実施推進事業

(周防灘定線調査)

和西昭仁 ･小柳隆文

目 的

山口県周防斯勧㈹ rlを実施し､勧 叫結果を関係機

関に情報提除する｡海洋の状況を正確に把握することによっ

て､合理的な漁鰍 肇源の維持に資する｡水温や栄養塩

類などの長期変動傾向の把陸ならびに海洋環境の変化と生態

系の変化との関連を検討する｡

材料と方法

1調査船

山口県公害･漁業調査船｢せと(30トン)｣により調査した,

2 調査海域および調査点

山口県周防灘海域に設けた 24調査点く図1､各点の緯度･

経厳封寸表1のとおり)において調査した｡

図1調査定点

3 調査時期平成21年(2(Xp年)4月から平成22年(2010年)

3月まで原則として尾月上旬の2日間調査を行っブ㌔ ただし

､平成 22年2月は調査船のドック入りi掬 欠ヽ刺した,

4 調査項目(1)気象 (天気､気温､気圧､風向､

風力､雲勤(2)海象 (海深､透明度､水色､波浪

､うねり)(3)水温 (4)塩分 (5

)溶存酸素(6)栄衰塩類 (DN(NIJ4-N･NO2-N･Na-N),n -P) (7)化学的酸素要求

量

((Xわ)(8)クロロフィルa(Chl-a)

(9)濁度(10)浮遊物

質(ss)これらのうち､項目(3)および(4)は水深 0.5

m ごとに測定し､(5)～(10)はOm 層(表層)および海底上1m

層(底層)のほれ 一部の調査点では5m層､10m層､20

m 層および30m層も対象に採水した｡

5分析方法水温および塩分はSTD(アレック電子(樵):AST-5

00)､溶存酸素はW地 ｢暫 ヒナトリウム変法1)､栄

養塩類をか トアナライザ(プラン･)レーベ(樵):TRAACS800)､

CODはアルカリ性過マンガン酸カリウムーヨウ素滴定法 1)､

chl-Bは吸光陰 2)､濁藤池 滞計細 Ⅰ社 :2100N)､S

Sは重量分析法1)によった｡

結果及び考察調査結果は項目別に以下に示した｡平年値は

昭和 48年(1973年)から平成14年(2002年)までの30年間の月別平均値

とした｡なお､本調査に関するデータの詳細は､｢資源

管理体制強化実軸街匡事業 周防灘定線調査 資料｣として､本事

業報告書資料編

に掲載した,1.水温(月平樹齢 表層では112-26.6℃(年平均18

.6℃)､底層では11.0-24.Ot(年平均17.3℃

)であった｡平年に比べて､表層では､4月は｢やや高め｣､

6月は｢やや低め｣､10月は｢かなり低め｣､3月は｢かなり高め

｣､その他の月は｢平年並み｣で推移し､底層では､4月は｢やや高

め｣､8月は｢やや低め｣､10月は｢かなり低め｣､3月は｢かな

り高め｣､その他の月は｢平年並み｣で推移した｡



2.塩分(月平均値) 表層では 30.46-33.45psu(年平均

32.68psu)､底層では32.61-33.58psu(年平均33.14psu)であっ

た｡

平年に比べて､表層では､4月､5月､7月､10月および1

月は｢やや高め｣､6月は｢かなり高め｣､8月(豪雨直後)は｢や

や低め｣､その他の月は｢平年並み｣で推移し､底層では､4月､

5月､6月､8月､10月および1月は｢やや高め｣､7月は｢か

なり高め｣､その他の月は｢平年並み｣で推移した｡

3.透明度(月平明 4.7-7.4m(年平均5.9m)であった｡

平年に比べて､9月は｢やや高め｣､その他の月は｢平車並み｣

で推移した

4.滴存簸索飽和度(月平欄 表層では98.9-118.0%(午

平均1鵬.3%)､底層では75.6-101.8%(年平均93.4%)であっ

た｡

平年に比べて､表層では､6月､7月､9月､11月および3

月は｢やや低め｣､その他の月は｢平年並み｣で推移し､底層で

は､4月､6月､7月および11月は｢やや低め｣､8月は｢かな

り低め｣､10月は｢やや高め｣､その他の月は｢平年弛み｣で推

移した｡

5.DIN濃度(月平柵 表層では 1.05-4.46pM(年平均

2.29pM)､底層では0.98-4.87LJM(年平均2.80pM)であった｡

平年に比べて､表層では､期間を通じて｢平年軌 で推移

し､底層では､6月､7月および11月は｢やや高め｣､その他

の月は｢平年並み｣で推移した｡

6.PO叶P濃度(月欄 表層では0.0卜心.39pM(年平均

0.14pM)､底層では0.併-〟.38pM(年平均0.21pM)であった)

平年に比べて､表層では､11月､12月および3月は｢やや

高め｣､その他の月は｢平年並み｣で推移し､底層では､10月

は｢やや低め｣､11月は｢やや高め｣､その他の月は｢平年並み｣

で推移した｡

7.COD(月平鞘蔚 表層では0.50への.95叫 (年平均0.71
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叫 )､底層では0.57-1.08mgL(年平均0.80喝れ)であった,

平年に比べて､表層では､12月および1月は｢やや高め｣､

その他の月は｢平年並み｣で推移し､底層では､4月､9月､10

月､12月および1月は｢はなはだ高め｣､6月および11月は｢や

や高め｣､その他の月は｢平年並軌 で推移した｡

8.Chトa濃度(月平樹齢 表層では2.31-ち.42将も(年平均

3.66pgL)､底層では 1.69-4.31帽虹(年平均 3.31Lg4.)であっ

た｡

平牢に比べて､表層では､期間を通じて｢平年並み｣で推移

し､底層では､7月は｢やや低め｣､その他の月は｢平年迫み｣

で推移した｡

9.濁度(月平均値) 表層では 0.46-0.89m (年平均

0.7m )､底層では0.63-1.46NTU(年平均0.98ⅣrU)であっ

た｡

10.SS(月平均値) 表層では 2.3-52mgL(年平均 3.7

nga.)､底層では4.6-8.2mgL(年平均5.7mgL)であったO

参考文献

1)(社)日本水産資源保護協会(198か :水質汚濁調査指針.

543pp･

2)(財)日本気象協会(1988):海糊 叫指針 417pp.

付表1 調査点の緯度.経度(世界測地系による)

調査,8.. 北 結 末 .綻 調査息 北 緯 東 招

1 33o謂■ご柑 K

2 3385溜■･06d

3 33054一三4れ

4 33054̀06n

5 35o57■24爪

6 且3050■lSo

7 33050t36o

8 3ユ051'240
9 3与や51-54w

lO き3054ーl三十

日 3395点■54y

l2 33059r36汀

131〇三5'即 " 13

131〇三三一15¶ 14

I.31017'15¶ 15

13王013r83¶ 16

I,3lot措r51れ 17

I.3lo21.83巾 18

13lo31r89巾 19

1.Il°43T21小 三0

13lD53T451- ユ1

13lo57'45¶ 22

13lo53r15V 23

13王058-39" 24

33057154Ⅳ 1310451押 汀

33059142打 131046'押 打

340Oil10m 13104816"

34B8-311三m 131044■154

34otほ130什 13loヰヱ■03【

34o88'42け 13103.6●5王8

33o5i136什 13lo31.脚0

34000･112什 131029.2r

3395SJ4㌢ 131985.21l付

ささo59-1ヱ■- 131081312IIv

33.54'24r' 13.loコ等'1ヱ什
旦3o5514.8'f 13王o3514g■-



伊予灘海域等の漁場環境調査研究

(祝島平都定線調査)

和西昭仁 ･小柳隆文

目 的

山口県伊予瓢湖 測を実施し､観測結果を関係機関に

情報提供する｡海洋の状況を正確に把握することによって､

合理的な漁業経営や資源の維持に資する｡榔 栄養塩類な

どの長期変動傾向の把握ならびに海洋環境明財ヒと生態系の

変化との関連を検計する｡

材料と方法

1調査船

山口県公害･漁業調査船｢せと(30トン)｣により調査した｡

2調査海域および調査点

山口県伊予灘海域に設けた7調査克く図1､各点の緯度･経

度は付表1のとおり)におい て調査した｡

図1調査定点

3調査時期平成21年伽 年)4月､5月､6月､8月および

9月に各1回調査を行った｡

4 調査項目(1)気象 (天気､気温､気圧､風向､

風力､雲勤e)海象 (海深､透明度､水色､波

浪､うねり)(3)水温 (4)塩分 (5

)溶存酸素(6)栄養晦類 (DN(Nn-N･NOZJN･Nb-N)

,W P)(7)化学的酸素要求量

(coo)(8)クロロフィルa(αll-a)

(9)親愛(1¢ 浮遊物

質(ss)これらのうち､項目(3)および(4)を効く深 0.5

m ごとに測定し､(5)～(10)SまOm層(表層)､10m層､2h 層

､30m層および海底上1m層(適滴)のほれ 一部の調

査点では5m層および40m層も対象に採水した｡

5分析方法水温および塩分はSTD(アレック電子(樵):AST-

500)､溶存酸素はW出血｢窒化ナトリウム変法1)､栄養

塩類はオートアナライザ(ブラン･/レーべ㈱ :TRjuCS80)､

CODはアルカリ性過マンガン酸カリウムーヨウ素滴定法1)

､α卜βは吸光法2)､濁度は比濁計(HACH社 :21m )､S

Sは重量分析法1)によった)

結果及び考察調査結果は項目別に以

下に示した｡なお､本訴査に関するデ｣タの詳細は､｢伊予

灘海域等の漁場脚 査研究(祝島平郡定細 軌 とし

て､本事業報告書資料編

に掲載した｡l.水温(月平均値)表層では142-24.7℃ (

4-9月平均202t)､10m層では13.9-24.1℃(同19.5℃)､底層

では13.1-23.Ot(同18.5cc

)であった｡2.塩分(月平樹齢 表層では33.03-33.74psu(4-9月平均



33.45psu)､仙n層では33.08-33.7恥 (同33.48psu)､底層で

は3324-33.78psu(同33.56bsu)であった.

3.透明度(月棚 9.6-13.6m(4-や月平均 11.7m)であ

った,

4.溶存酸素飽和度(月平均惨 表層では 103.4-1%.3%(4

-9月平均105.3%)､1仇n層では100.0-105.4%(同102.1%)､

底層では81.8-吸7%(同92.1%)であった｡

5.DIN濃度(月平瑚封 表層では129-2.秒pM(4-や月平

均 1.78pM)､10m層では1.秒～1.63pM(同131pM)､底層で

は2.18-4.44pM(同3.17pM)であった

6.PO叶P濃度∽平瑚齢 表層では0.00へ0.併LJM(4-9月

平均0.05pM)､10m層では0.00-瓜15pM(同0.08pM)､底層

ではO.15-や21LJM(同0.18pM)であった｡

7.COD(月平均値 表層では0.43-瓜7叫 .(4-や月平均

0.56mかL)､10m層では0.35への.63mgL(同0.48hgA.)､底層で

は0.39-瓜67tngL(同0.52mgL)であった

8.Chト8濃度(月平服 表層では0.77-2.30pgL(4-や月

平均1.31帽瓜)､10m層では0.95-2.47pが.(同1.66LQ4.)､底

層では0.79-2.85脚 .(同1.53帽れ)であった｡

9.濁度(月平均値 表層では0.18へ0.43NTU(4-9月平均

030m )､10m層では024-8.74m (同0.43NrU)､底層で

は0.52-133NrU(同0.95m )であった｡

10.SS(月平瑚齢 表層では 1.6-33吋 .(4-9月平均

2.6m妨)､10m層では2.2-3.5mgL(同2.6mgL)､底層では

3.1-5.7hga.(同4.叫 )であった｡

参考文献

1)(礼)日本水産資己尉菓護協会(1980):水質汚濁調査指針.

543pp･

2)(財)日本気象臨会(1988):海洋観政敵 417pp.

付表1 調査点の緯度･経度(世界測地系による)

観潮は 北 緯

1 3:toJは'抑}

へ ま3o45r紳 ■̀

3 33●45'抑''

4 3五〇46'vltq''

東 経 観SRlJ,最 北 結 束 綻

l王lo54'脚V ⊃ 33o41̀tt即 王き三〇1ヱ′抑■

1三1.･3日:J･:;I' ･5 55o4I'D･Dや 131中経 .::lox

131ご粥'こI:Ctけ 呂 33o41'粥'! 13ヱTnl射れ

I:t三〇1ヱ'O･3坤
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漁場環境モニタリング高度化事業

(1)平生岩国定線調査

和西昭仁 ･小柳隆文

目 的

山口県伊予灘および広島湾瀞或潮 fjを実施し､観測

結果を関係機関に情報提匪する｡海洋の状況を正確に把握す

ることによって､合理的な漁継 代登源の維持に資する｡

水温や栄泰塩類などの長期変動傾向の把握ならびに瀬群環境

の変化と生態系の変化との関連を検計する.

材料と方法

1調査船

山口県公事･漁業調査船｢せと(30トン)｣により調査した

2調査海域および調査点

山口県伊予灘および広島湾海域に設けた8調査点(図1､各

点の線度･経叡ま付表1のとおり)において調査した｡

図1調査定点

3 調査時期平成21年(2M 年)4月から平成22年(2010年)3月まで

毎-70-月1回調査を行った｡ただし､平成22年2月古

淵 査船のドック入りに伴い欠測した｡

4 調査項目(1)気象 (天気､気温､気圧､風向､

風力､雲勤(2)海象 (海深､透明度､水色､波

浪､うねり)(3)水温 (4)塩分 (5

)溶存酸素(6)栄養塩類 跡(Nn-N･NO21ヾ ･NB-N),

m-P)(7)化学的酸素要求量

(COD)(8)クロロフィルB(Ch-a)

(9)濁度(10)浮遊物

質(ss)これらのうち､項目(3)および(4)は水深 0.5

m ごとに測定し､(5)～(10)はOm層(表層)､10m層および

海底上Im層(虐屑)のほれ 一部の調査氏では5m層､2

h 層および30m層も対象に採水した｡

5分析方法水温および塩分はSTD(アレック電子(樵):AST-

500)､溶存酸素はW出血｢窒化ナトリウム変法1)､栄養

塩類はオートアナライザ(ブラン･/レーベ(樵):TRAACS800)､

CODはアルカリ性過マンガン酸カリウムーヨウ素滴定法1)

､αトβは吸光陰 2)､濁動址蛸旨計(Ⅰ雌 H社 :2100N)､S

Sは重量分析法1)によった｡

結果及び考察調査結果は項目別に以

下に示した｡なお､本調査に関するデ｣タの詳細は､｢漁場

環境モニタリング高度化事業 (1)平生岩国定線調査 部軌と

して､本事業報告書資料編

に掲載した)1.水温(月平樹齢 表層では11.3-24.8℃(年平均18

.7℃)､10m 層では 112-24.3℃(年平均 17.9℃)､底層では



23.6℃(年平均 17.6℃)であった⊃

2.塩分(月平均値) 表層では 31.14-3332psu(年平均

32.82psu)､10m層では32.54-33.5psu(年平均 33.17psu)､底

層では32.86-33.58psu(年平均3328pstl)であった｡

3.透明度(月平繊 6.1-45m(年平均7.6tn)であった｡

4.溶存酸素飽和度(月平均惨 表層では99.2-111.7%(年平

均 103.3%)､1仇n層では88.9-108.9%(年平均99.4%)､底層

では77.8-吸 1%(年平均92.8%)であった｡

5.DIN濃度(月平均値) 表層では 1.34-3.65pM(年平均

2.35pM)､10m 層では0.96-3.58pM(年平均2.03pM)､底層で

は1.41-4.69pM(年平均2.73pM)であった

6.PO4TP濃度(月平均値 表層では0.Mへ0.37pM(年平均

0.13pM)､10m層では0.帆-0.42pM(年平均0.17PM)､底層で

は0.14-瓜40pM(年平均0.24PM)であった｡

7.COD(月平均値) 表層では 0.49-0.68叫班.(年平均

0.62mgL)､10m層では0.46-〟.8卿 (年平均0.56hq )､底

層では036-〟.72mgL(年平均0.55血が.)であった｡

8.ChLa濃度(月平樹齢 表層では1.71-4.10LtgL(年平均

2.70帽心､10m層では 121-2.61帽瓜(年平均2.鵬pgL)､底

層では131-3.05pgL(年平均1.93帽瓜)であった
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9.濁度 (月平均値) 表層では 0.34-0.70NrU(年平均

0.50NTU)､10m層では0.35-0.79NTU(年平均0.56m )､底

層では0.47-I.脚NTU(年平均0.8m )であった｡

10.SS(月平均値) 表層では 1.9-3.8蜘 (年平均

2.8Hq )､10m.層では2.1-7.叫 (年平均3.5工喝山､底層で

は2.8-7.5柳 (年平均4.叫 かL)であっ7㌔

参考文献

1)(社)日本水産資源構 協会(1980):水質汚濁調査指針

543押･

2)㈲ 日本気象巌会(1988):海糊 叫指針.417pp.

付表1 調査点の線度･経度(世界測地系による)

調査且 北 緯
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へ 3.3051tliユT

j 34○ttO'i三{̀
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東 経 調重点 北 緯

1三三〇iT='糾 -' ヽ 王_T53{4g 只

1.3=O,Lt･?'4S●r 6 3.3o55<ゴ㌢

1きざ14-51･t J :I:<0501lュo

1三三〇147う1'･t も 三洋 Il{ヰIx

東 呆重

1'5ヱoul_T4Sp

l3108電'胡u

l丘10 171:tヱx

l王でlう1517m



漁場環境モニタリング高度化事業

(2)ノリ漁場栄養塩調査

和西昭仁 ･小柳隆文 ･馬場俊典*1･鹿野陽介*1･茅野昌大*2

目 的

ノリ漁堤の栄養塩環境を調査し､関係機関に情報提酔する

ことにより､良質なノリの生産に寄与する｡

材料と方法

1 調査点

以下の19調査点で醗査を行った｡

(1)下関地区:2調査点(王事漁場)

(2)宇部地区:15調査点(藤曲浦漁場:2調査点､新宇部漁

場 :1調査点､宇細岬漁場 :12調査蔚

(3)防府地区:2調査点(向島漁場)

2 調査時期

平成21年(2脚 年)10月から平成22年(2010年)2月まで計

10回諏査を行った 内訳は､10月3回(上･中･下旬)､11月3

回(中旬2回､下旬)､12月2回(上･下旬)､1月1回(中旬)､

2月1回(中旬)であった｡

3 調査項目

(1)栄養塩類 DN 加地-N,Na-N,NO3-N),n -P)

(2)水温 (3)塩分 (4)pH

4 分析方法

採水および水温測定は､ノリ養掛 ミ原則として満潮時

に行った 採水は表層水 lLをポリ容掛こ採取し､水温は棒

状温度計により測定した)その後､水産事務所(振興局)職員

が水産研究センターに試料を搬入した

試料ま､塩分およびpHを測定するとともに､メンブレン

フィルター(孔径0.45pm)による青嵐畠を行って､栄養塩類を速

やかに分析した｡

栄養塩類はオートアナライザ(ブランリレーべ(樵):

TRAACS800)､塩分はサリノメータ((樵)鶴見精機 :デジオ

ート.モデル3G)､pHはガラス電極酷く(樵)堀場製作所:F-52)

によって測定した

結果及び考察

調査結果は項目別に以下に示した｡

なお､本調査に関するデ｣タの詳細は､｢漁場環舜モニタリ

ン硝 釘ヒ事業 Q)ノリ漁場栄喪塩調査 軌 として､本事

業報告書資料編に掲載した

1 瀞蓋類濃度

(1)下関地区

DN 平均値は413-184.7pgL(期間平均107.6pgL)､Pb-P

平均値は6.7-28.4pgL(期間平均13.4pdL)で推移した｡

(2)宇部地区

DN 平均値は20.3-113.7帽4.(期間平均61.9帽れ)､Pb-P

平均値は62-182pgL(期間平均11.8仲山で推移した,

(3)脚荷地区

DN 平均値は20.8-72.8pdL(期間平均 47.OpgL)､PD-P

平均値は93-19.1脚 .(期間平均12.6pdL)で推移LfL

2 水温

10月は上旬20.0125.5℃､中旬20.0-23.げ℃､下旬 18.6-

22.0℃､11月は中旬 13.5-20.Ot､下旬14.0-19.Ot､12月

は上旬112-18.α℃､下旬9.8-14.α℃､1月中旬は5.8-や.5℃､

2月中旬は8.0-8.8℃であった,
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3 塩分

10月比と旬 31.秒～32.45p ､中旬 31.37-32.81p ､下旬

3228-33.2q阿1､11月は中旬 17.44-33.叫別､下旬29.M～

33.叫胤､12ノ馴it旬32.14-32.57psu､下旬30.69-33.4qxsu､

1月中旬は33.10-33.軸 1､2月中旬は30.42-32.8恥uであ

った｡

4 pH

IO月は上旬7.92-8.19､中旬8.02-8B､下旬8.05-824､

11月は中旬7.97-8.16､下旬7.89-8.18､12月I乱ヒ旬8.14-

8.34､下旬7.92-8.19､1月中旬は8.05-8.16､2月中旬は8.02

-8.13であった｡
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漁場環境モニタリング高度化事業

(3)人工衛星データによる赤潮発生監視実用化試験

和西昭仁 ･小柳隆文

目 的

人工衛星によるクロロフィル-a(以下｢皿1-a｣)情報を活用

して､赤潮の発生監視を行う手法を開発する｡

材料と方法

MODIS(中分解能撮影分光放射計)を搭載した地球観測衛

星TemおよびAqLnが観測した海色データを宇宙航空研究開

発機構(JAXA)地球観測センター(EK )が処理し､JAu 地

球観 搾り用推進センター(EORC)が wEB上で提供している

Cu-aデータ(画像データおよびバイナリデータ)を使用し

た 赤潮の発生状況は､山口県および近隣県の発表した情報

を参考にするとともに､山口県水産情報システム｢海鳴りネッ

トワーク｣を参照した｡

結果及び考察

平成21年(2㈱ 年)5月から8月にかけて､徳山湾で有害プ

ランクトンHeknsigTW akashiw による赤潮が発生し､赤潮

警報が発令された｡この間のm -a画像を見ると,徳山湾お

よびその周辺の海域のChl-a濃度が高濃度になっているのが

確認できた｡

7月後半の集中豪雨後のm -a画像(図 1)を見ると､周防灘

西部海域においてC3d-a濃度が非常に高まっており､衛星推

算値では海域の大部分が数十pgLとなった この海域で同時

期に測定された表層cu-a濃度は､高くても16pgLであった

ことから､衛星推尉直がやや高めに得られていた｡また,同

画像からは､佐波川や植野川から沖合方向に向かう長さ約

20kn のm -a高濃度海域も認められた これは､同日に地球

観測衛星 ALOS(だいち)が撮影した画像(図 2)に写っていた

濁水の分布状況と一致していたことから､濁水の影響を受け

l一

て誤差が生じたと考えられる｡

図1 周防灘西部海域のChト∂高濃度域

平成21年7月23日､衛星AQUAによる解像度500mのCu-3画像

｡黒色の海域がchl-a濃度の高い場所を示T . 周防灘の西半分や広

島湾沿岸などでCu-a濃度が非常に高まっているO

図2 佐波川から流入した濁水の様子平成21年7月27日､地糊 け衛星ALOS(だいち)による画



漁場栄養塩利用種調査研究事業

ノリ養殖状況調査 (平成 21年度)

宮後富博 ･小柳隆文 ･和西昭仁

目 的

瀬戸内海において､主要漁業種になっているノリ養殖の

振興を図るため､情報提供および技術指導を行い､安定し

たノリ生産に寄与する｡

材料と方法

1 養殖状況調査

平成21年 10月から平成22年3月まで関係漁協(支店)､

下関水産振興局､防府水産事務所の協力を得て､現地調査

および聞き取り調査を行う｡

2 病害診断

育苗期から生産期にかけて現地調査ならびに搬入された

葉体を検鏡する｡

3 栄養塩調査

平成21年 10月から平成22年3月までの間､育苗期およ

び生産初期を中心に下関地区から防府地区まで 19地点を

対象として満潮時を中心に10回採水を行い､栄養塩類 (ア

モニア態窒素､亜硝酸態窒素､硝酸態窒素､リン酸態リン)

の分析および水温､塩分､pHを測定する｡

4 水温､降水量

当部において実施している定点観測結果を用いる｡

結 果

結果は以下のとおりであった｡以下の結果をとりまとめ

｢ノリ情報｣として ト10号を発行し､関係者に情報提供し

た｡

1 気象 ･海況

ノリ漁期中の水温と降水量は図1のとおりであるが､降

水量は例年に比べて 6桝mm と平年(424mm)に比べて 1.4

倍になった｡特に10月上旬､11月上旬中旬､1月中旬､2

月上旬､3月上旬は平年の2倍以上であった｡また水温は､

11月中旬に平年よりも高かったが､それ以外は1月中旬の

終わりまで平年なみか低めで推移した｡2月 10日前後およ

び2月下旬から3月中旬にかけて2度前後高い日が続いた｡

2 栄養塩

(1)DIN (溶存無機3態窒素)

下関地区では最大値で 184.7LLか色､最小値で 41.3〟gRで

漁期中大きく乱高下したが 平均的には 100FLき押以上であ

った｡宇部地区では､10月中下旬に低い値 (中旬24.9iLg

免､下旬 23.06FLが)が見られたがそれ以外では概ね高めで

あった｡防府地区は､年内はほ劇原調に推移したが､年末

から低めに推移した｡小野田山陽地区は､例年に比べて高

めであった｡

(2)po4IP (リン酸態リン)

各地点とも漁期平均で11113.3LL真西と高めに推移した｡

聖 空 3′25 mml10/1 10/8 10/16 10/2210/29 ll/6 ll/12 ll/19 11/20 12/a 12/1012/1712/24 12/31 1/7 1/14 1/21 1/28 2/4 2/11 2/111 2′25 3/4 3/ll

図 1 ノリ漁期中の水温と降水量の推移
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3 養殖状況

(1)採苗

1)室内採苗

県漁協高泊支店海苔採苗場における採苗は､壇紫菜を

9月8日に開始し､9月 19日に終了し､採苗枚数は､592

枚､在来種は､9月29日に216枚を採苗し､終了した｡

2)野外採苗

県漁協王喜支店の漁場において､王喜支店､宇部岬支

店､新宇部漁協および藤曲浦支店の一部の漁業者が採苗

を行った｡また､藤曲浦支店でも自漁場での採苗が行わ

れた｡王事漁場での採苗は､概ね10月 17日にカキ殻糸

状体の持ち込みを開始し19日頃にはJ悔河に終了した｡芽

付は濃いめの状況であった｡藤曲浦支店漁場では 10月

21-23日に開始した｡

(2)育苗ならびに本張り

1)壇紫菜

高泊漁場､藤曲浦漁場とも育苗または生産開始前に壷

状菌の感染や海況の悪化による菓体の流失や生長不良が

見られ､県内での壇紫菜の生産は皆無となった｡

2)在来種

県内育苗網については､アオノリの着生が見られたが､

酸処理で対応し､大きな問題になることはなく､11月4七

日に地場に持ち帰った｡県外網は､11月5-6日頃搬入さ

れた｡

表 1 平成 22年度 ノリ養殖概況

今年度は､降水量も多く､また栄養塩量も比較的多か

ったため､色､つやとも良い製品が比較的長く生産され

た｡特に宇部岬漁場では､例年色落ちの早い東側漁場で

も3月末まで生産が続けられた｡

4 病害等

壇紫菜で壷状菌の感染による生産-の影響が見られ､

在来種での発症が一亡酒己されたが､壷状菌､赤ぐされ菌の

感染は全く確認されなかった｡リクモフォラの着生は見

られたが ドタぐされ症を呈する菓体も非常に少なかっ

た｡

5 養殖概況

平成21年度養殖概況は､表1のとおりである｡経営

体数は前年度の58から55になった｡また､県内種網と

県外種網の枚数は6,779枚と5,975枚であった｡

6 共販結果

県漁協が主催する共販は､岡山県において広島県と共

同で実施されているが､その結果は販売枚数7248万枚､

金額55,431万円､平均単価7.65円であった｡今年度は全

国的に年明け後の生産が不調で下物への需要が強く､3

月以降も大きな値下がりが見られなかった｡ そのため､

生産量､金額､平均単価とも前年を上回った｡

支店等名着業者数経営体数 柵数 種網枚数 種網稔数人工干
出装置台数県内種網

県外種網支柱 浮き流し 小計 野外 陸

上 小計 委託 購入 小計防.府市 3 3 400 400

168 168 240 240 408 0秋 穂

1 1 120 120 150 150 0 150 0宇部岬 40 40 8658 8658 3983 3983

4675 4675 8658 0新宇部 2 2 484 484

520 520 0 520 0藤曲浦 8 5 44 1680 1724 790 790 910

910 1700 0小野田 1 1 560 56

0 560 560 0560 0高 泊 1

1 356 356 408 408 0408 36厚 狭 1 1 120 10



漁場環境監視等強化対策事業

(1)赤潮調査 (平成 21年度)

小柳隆文 ･和西昭仁

Ⅰ 一般調査

日 的

赤潮の多発期に､海洋環境および赤潮プランクトンの出

現状況について定期的に調査し､赤潮発生予察の基礎資料

とすることを目的として実施した｡

方 法

1 調査時期 :5-9月に毎月中旬に1回､調査船 ｢せと｣

で観測､採水を行った｡

2 調査点および採水層 :図1に示す周防灘の5定点にお

いて表層 (0.5m)､中層 (5m)､底層 (底上 1m)の3

層で採水した｡

3 調査項目:海況､水質 (DO､Nth-N､NO2-N､NOB

-N､PO 4-P､クロロフィルa)､プランクトンの種類

別細胞数および沈澱量を調査した｡

DIN :表層は平年の1/2程度で推移した｡中､底層で

は7月に上昇が見られ､その他は概ね平年並み

に推移した

Pot-P:6-7月は全層とも平年より高く推移し､特に底層

では平年を大きく上回った｡その他は概ね平年

並みに推移した｡

クロロフィルa:調査期間を通じて平年より低めに推移した｡

3 プランクトンの種類別細胞数

鞍毛藻類:5月が月払 igmaakzLShiw の影響で平年を大

きく上回ったが､その他の月は平年のla程度

で推移した｡

珪 藻 類 :期間を通じて平年より少なく推移した｡

沈 澱 量 :7月に平年の2倍程度まで上昇したが､その他

の月は平年より低めに推移した｡

′

結 果

調査結果は項 目別に以下のとお りであった｡ なお､

2㈱ 年の海象､水質 (5定点平均)､プランクトン (5定点

の総計)の観軌分析結果等の詳細は､ ｢漁場環境監視等強

化対貸事業(1)赤潮調査資料｣として､本事業報告書資料編

に掲載した｡

1 海 象

水 温 :6月が平年よりやや低かった｡その他は平年並み

に推移した｡

塩 分 :5-6月は平年より高めに推移したが､7月下旬の

記録的豪雨の影響で､急激に低下し､その後は

上昇した｡

透明度 :7月を除いて､平年より高く推移した｡

2 水 質

酸素飽和度 :7月の中層､底層でやや低かった｡ その他

は平年並みで推移した｡

Ⅱ 特定種周年分布調査

日 的

有害赤潮プランクトン種 KaTmhzmikimotoiの遊泳細胞の

周年における分布状況を把握し､その生活様式を明らかに

することを目的とした｡

方 法

1 調査時期および回数 :調査船 ｢せと｣で周年にわたっ

て原則として毎月 1回上旬に実施している浅海定線調査

時に行った｡

2 調査点および採水層 :図1に示した S血2(周防灘中央

部)および Sh5(徳山湾)において､表層 (om)､中

層 (5m)､底層 (底上 1m)の3層で採水した｡

3 調査項目:試水1%中の K.mikimoわiの細胞数を求めた｡

0.5-1tの試水を本城式プランクトン濃縮装置 (アクア

社製pc-15S;孔径2pmフィルター使用)で10mt以下に

濃縮 し､その全量を検鏡計数 し算出した｡ただし､
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K mikimoわiが高密度の場合にはlmEの試水を3回計数

し､その平均値を用いた｡

結 果

Kmikimotoiの栄養細胞出項状況は事業報告書資料編の

表4に示した｡

stn.5(徳山湾奥部)では5月にlcells/t出現が確経され､

その後8月まで出現した｡最高値は8月の表層の367×10もe

ns/Lであった｡また､12月の表層で849cells/£出現が確

課された｡sh.2(周防灘中央部)では､6月に7-43ceus/

七出現が確認され､その後9月まで低密度に出現した｡最高

値は6月の5m層の43cells/tであった｡

山口県

F2･

防府

n

U

行橋

福 岡 県

●★Stn.N.

ht.F1 33057'

52MF2 33050'

18"F3 34001'

04MF4 34003'1

2''F5 34001'10" E.b

ng.131008'5
1''131021'
03"131036'

18M131044'
15m131048'

16"'ttt･L小 ､肌 ..I

叫㌦ 二 図1 調査定点(世界測地

系)●:一般調査 ★:周年



漁場環境監視等強化対策事業

(2)平成 21年の赤潮発生状況

小柳隆文 ･和西昭仁 ･南部智秀※1･田中全※2

(5)漁業被害状況 :2009年に発生した赤潮による漁業被

目 的 害の報告はなかった｡

赤潮による漁業被害を未然に防止するために､山口県 2 日本海側

における赤潮発生状況を把握して赤潮警報等の情報を提

供する｡

方 法

漁業者等から赤潮発生の通報を受けた場合は､各水産

事務所(振興局)の普及員または水産研究センターが現地

で状況の確藩と採水調査を行ったO試水については､水

産事務所 (振興局)あるいは水産研究センターで赤潮種

の確認と細胞密度を計数した｡

結 果

2009年の赤潮発生状況の詳細は､ ｢漁場環境監視等強

化対策事業(2)平成21年の赤潮発生状況資料｣として､本

事業報告書資料編に掲載した｡

1 瀬戸内海側

2009年の継続 日数別赤潮発生件数を表 1に､月別赤潮

発生件数を表2に､赤潮構成種別発生件数を表3に示し

た｡2009年の赤潮発生の特徴は次のとおりである｡

(1)赤潮発生実件数 :6件であった｡

(2)赤潮継続日数 :ll-30日の継続日数のやや長い赤潮が

4件で最も多く､5日以内の短い赤潮が 1件､31日以上

の長い赤潮が 1件発生した｡

(3)月別発生件数 :5-8月､10-11月に各月 1件づっ発生

した｡

(4)種類別発生件数 (優占種 ･実件数) :

Heterosigma 血 hiwoが 4件で最 も多 く､次いで

Rhyleniamikimotoi.MynlonectaTubyuが各 1件発生した.

2009年の継続日数別赤潮発生件数を表4に､月別赤潮

発生件数を表5に､赤潮構成種別発生件数を表6に示し

た｡2009年の赤潮発生の特徴は次のとおりである｡

(1)赤潮発生実件数 :7件であった｡

(2)赤潮継続日数 :6-10日のやや短い赤潮が4件､5日以

内の短い赤潮が3件であった｡

(3)月別発生件数 :5月が3件､4月が2件､3､7月に各 1

件づつ発生した｡

(4)種類別発生件数 (優占種 ･実件数) :Nociilucasp.が6

件､AbqibneTkzfubnaがl件であったO

(5)漁業被害状況 :2009年に発生した赤潮による漁業被

害の報告はなかった｡

なお､これらの情報は山口県農林水産部水産情報シス

テム ｢海鳴りネットワーク｣やFAX等を通じて､関係者

-情報提供を行った｡

※1外海研究部 ※2水産振興課 (堤 :永産庁研究指導課)
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表 12009年継続日数別赤潮発生件数(瀬戸内海域)

＼ 発生期間 5日以内 6-10日 ll-30日 31日以

上 計発 生 件 数 1

0 4 1 6うち漁業被害を伴った

件数 0 0 0 0 0表220

09年月別赤潮発生件数(漉戸内海域)＼ 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

計芙件数 0 0 0 0 11 1 1 0

1 1 0 6うち漁業被害件数 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0延べ件数 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 2 0

10うち漁業被害件数 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0表32009年赤潮構成種別発生件数(優占種･月別実件数､漁戸内海域)構成種名＼ 月 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 ll 12 計He

terosigmaakashiwoKaTlenia

mikimotoiMyrionectaTubra

1 2 11 1

1 1 11 411

※1 斜字は前月から月をまたがった件数を含む｡

表4 2009年継続日数別赤潮発生件数(日本海域)＼ 発生期間 5日以内 6-10日 ll-30日 31日以上

計発 生 件 数 3 4 0 0 7うち漁業被害を伴った件

数 0 0 0 0 0表52009年月別赤潮発

生件数(日本海域)＼ 月 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 ll 12 計芙件数 0 0 1

2 3 0 1 0 0 0 0 0 7うち漁業被害

件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0延べ件数 0 0



漁場環境監視等強化対策事業

(3)貝毒発生監視調査 (平成 21年度)

小柳隆文 ･田中全※1･鹿野陽介※2･善平綾乃※3

目 的

周防灘をはじめとする瀬戸内海各水域における貝毒原

因プランクトンの出現状況とアサリ等の毒化状況を監視

することにより､中毒事故を未然に防止することを目的

として実施した｡

材料と方法

1 調査水域

(1)貝毒原因プランクトン調査

図1に示した周防灘の沖合および陸岸と広島湾で調査

した (●印)｡

(2)貝類の毒化状況調査

図1に示した夜市川河口漁場で実施した (★印)0

2 調査期間

(1)貝毒原因プランクトン調査

2009年4月から2010年3月まで毎月 1回実施した｡

(2)貝類の毒化状況調査

麻ひ性貝毒は夜市川河口漁場のアサリについて､2009
年4-6月､9-11月の毎月 1回､計6回調査した｡また､

小瀬川河口漁場のアサリについて､2009年4月に1回調

査した｡

下痢性貝毒は夜市川河口漁場のアサリについて､2009

年4-6月の毎月 1回､計3回調査した｡

3 調査項目

(1)貝毒原因プランクトン調査

水温､塩分､Alexandrium spp.(重点対象種は､

A.tamarense ､A.cateneZla) ､DiTWPhysisspp.､

Gm nodiniumcatenahLm.

なお､Alewndn'um町野.の種同定は､従来の鎧板形態に

よる判定のほか､ (独)水産総合研究センター瀬戸内海

区水産研究所がプランクトン-の応用技術を開発した新

しい分子同定法 ｢LAMP法｣ により行った｡

(2)貝類の毒化状況調査

アサリの麻ひ性貝毒と下痢性貝毒の分析を山口県環境

保健研究センタ｣ こ依頼し､マウスアッセイ法1)により

毒量を測定した｡

山口県

新南陽
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･･相集) 図1調査地点結 果

本調査に関するデータの詳細は､ ｢漁場環境監視等強

化対策事業(3)貝毒発生監視調査資料｣として､本事業

報告資料編に掲載した｡1 貝毒原因プラン

クトン調査(1)麻ひ性貝毒原因プランクトンの出現状況･ Aleundn
'

umcatewlhz:6月に下松漁港､山陽小野田市沖で低密度に出現した.(最高

0.008cells/mE､〟8下松漁港)

･ Alkxandn'um ぬmaTW e:出現なし｡･ Aleun

Lki'umbmlyaVank:hii:出現なし｡･ AleMndn'um 甲.:7､9-11月に広島湾で出現した｡

(最高0.522cells/me､7/13藤生港)

･ Gjd inizm cab ahLm:出現なしO※1水産振興課 (堤 :水産庁研究指導課) ※2防府水産事務所 ※3柳井水産事務所



(2)下痢性貝毒原因プランクトンの出現状況

･ Dinopkys由forlii:8､9月を除きいずれかの海域で出

現したO (最高0.408cells/mt､4/6徳山湾奥部 (stn.4))

･ DinopkysLsacuminate:2月を除きいずれかの海域で出

現したo (最高0.175cells/mt､4/6徳山湾奥部 (stn,4))

(3)LAMP法によるAlaandn'umsp.の種同定

6月2日(小野田沖stn.5､2cens/七)および､6月8日(下

松漁港､8cells/i)に検出されたAld n'm 甲.はいずれも

試薬にA.caknellaのプライマーを加えたチューブが蛍光

を発した｡なお､検出に要した時間はDNAの抽出から判

定まで1時間以内であった｡

2 貝類の毒化状況調査

夜市川河口漁場 (周防灘)は､調査期間中の全ての検

体から麻ひ性貝毒および下痢性貝毒は検出されなかった｡

小瀬川河口 (広島湾)で4月に採集した検体から麻ひ性

貝毒は検出されなかった｡

考 察

6月に周防灘で出現したA.catenellaは最高8cells/mtで､

本種がアサリ可食部を毒化させるレベル2)より細胞密度

がかなり低く､同湾のアサリの毒化はなかった｡二枚貝

類が重要な漁獲対象である瀬戸内海において､2002年4

月の広島湾におけるA.tama珊 eの出現による同湾産ア

サリから規制値以上の麻ひ性貝毒が検出された事例3)､2

004年3-5月の徳山湾におけるA.catmellaの出現による

同湾産アサリから規制値以上の麻ひ性貝毒が検出された

事例2)､102cells/七レベルの低細胞密度でマガキを毒化さ

せるG.catenabm 4)の出現した事例､および新たな貝毒原

因種A.kzm&avank:hii5)の出現した事例があるので､今後も

貝毒監視の継続実施が必要である｡また､今年度から導

入したLAMP法を実際のモニタリングの中で活用するこ

とで､これまで属レベルで終わっていた海水 1上中に1-2

細胞という低密度下のAleMndrz'um属を正確かつ迅速に種

同定可能であることを確認した｡今後､本手法が現場に

広く普及することで､モニタリングの精度向上が図られ

ると期待される｡
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アユ冷水病対策事業

天社こずえ ･畑間俊弘 ･金井大成 ･松尾圭司 ･原川泰弘

目 的

アユ冷水病の蔓延防止のため､2004年から放流稚アユの

冷水病菌の保菌検査を行い､冷水病菌を持っていない種苗

の放流を推進してきたが､依然として河川では冷水病が発

生している｡このため､河川生息アユの冷水病菌の保菌状

況と冷水病の発生状況を把握することで､冷水病発生の原

因を突き止めることを目指した｡調査河川は､昨年度に引

き続き､錦川 と粟野川とした｡これらの河川の放流稚アユ､

天然遡上稚アユ､河川生息アユから冷水病菌の検出を行う

とともに､症状や死亡から冷水病の発生状況を把握した｡

図1 調査河川位置図

材料及

び方法1 放流稚アユ2009年には錦川､粟野川とも稚ア

ユの放流が行われた｡錦川には､山口県栽培漁業公社で種

苗生産された後､植野川漁協で中間育成された人工種苗と

､徳島県産人工種苗､岐阜県産人工種苗､人工と海産仕立

てを含む宮崎県産種苗の合計 4,000kgが放流された.粟野

川には､山口県栽培漁業公社で種苗生産された後､植野川

漁協で中間育成された人工種苗80

0kgが放流された｡各ロットとも放流直前の3月～4月に

20尾～60尾をサンプリングし､冷水病菌の保菌状況を

調べた｡冷水病菌の検出は､アユ冷水病防疫に関する指針に示されている吉浦ら

の方法 l)に従った｡

2 天然遡上稚アユ2009年3月と4月に河口部の潮止堰堤に遡上してきた稚 アユ20尾～60尾を採捕し､冷水病菌

の保菌状況を調べ

た｡3 河川アユ5月～11月の間､1ケ月に1回か

ら2回､刺し網と電気ショッカ

ーを用いて採捕した｡採捕されたアユ20-60尾について

全長､体重を測定し､顎の欠損や体表の潰癌等の冷水病の症状を調べ､鯉から冷

水病菌を検出した｡アユは由来によって冷水病の感受

性に差があることが知られているので､下顎側線孔と側線

上方横列鱗数を数え､由来を判別した｡下顎側線孔が左右

とも4つで､側線上方横列鱗数が 19枚以上の個体を海産の

天然遡上群とし､それ以外を人工種苗放流群と識別した 2)

｡しかし､海産仕立て種苗は､養成開始時期により側線上方

横列鱗数に差が生じ､16枚～21枚が出現する3)ので､錦川

のアユについては､由来の識別が困難であった｡

結果及

び考察1 放流稚アユ全ての放流稚アユから冷水病菌は検出され

なかった (義1)0表 1 放流稚アユ保菌検査の結

果放流河川 由来
平均全長≡

平均体重 陽性尾数/(mm

) (g) 検査尾数錦川 …堪野川漁協 88

宮崎県 89

徳島県 109

岐阜県 111 6.

0 0/3207

.0 0/8011

.6 0/601

1.1 0/60葉野川 ≒植野川漁協 三 88 6.0 0/180

2 天然遡上稚アユ錦川と粟野川の天然遡上稚アユ (

3月と4月の採捕魚)から冷病菌は検出されなかった(表2､表3)

03 河川生息アユ錦川ではアユ漁の解禁前から冷水病

が発生していた｡5月 25日に死亡魚 1尾から冷水病菌が検

出された｡5月 28日には58尾中48尾(83%)､6月 15日には2

7尾中4尾(15%)で冷水病菌が検出され､河川では死亡

魚も確認された｡ 7月､8月は調査を行わなかったが､9月には再び 6



尾(2%)､10月には60尾中9尾(15%)で検出され､水温上昇

期と下降期に冷水病が流行していることが確認された｡

粟野川では 4月～10月の調査では冷水病菌は検出され

ず､11月 12日に20尾中1尾(5%)､11月25日に 19尾中5

尾(15%)で検出された｡これは､11月の産卵盛期に冷水病

菌が検出された昨年度の調査と同じ傾向であった｡

また､両河川とも天然遡上群と人工種苗放流群で冷水病

菌の保菌率に有意差はなかった｡

粟野川は水温上昇期に冷水病発生が防除され､被害が発

生していないことから､現在の防疫対策が有効であると考

えられる｡しかし､水温上昇期に冷水病が発生した錦川に

おいても､天然遡上稚アユや放流稚アユから冷水病菌は検

出されず､感染源は不明であった｡今後は放流種苗の保菌

検査の見直しとともに､冷水病菌が河川環境中に定着した

表 2 錦川アユの由来別冷水病菌の検出率

可能性を含めて感染源の探索が必要と考えられる｡
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魚類防疫総合対策事業
(放流用種苗魚病診断指導事業を含む)

(1)海産魚類養殖.魚病発生状況

天社 こずえ ･小柳隆文

目 的

養殖状況や漁場環境を把握するために､瀬戸内海地区の

養殖場について巡回調査を行った｡

養殖や放流種苗育成中に発生する疾病の被害を軽減する

ために､魚病診断と対策指導を行った｡ また､疾病の発生

を未然に防ぐために種苗期又は定期的に病原体保有検査を

実施した｡

方 法

1 魚類養殖状況 ･漁場環境

山口県瀬戸内海区の養殖場9カ所 (笠戸湾､上関､浮島

地区)について､最も漁場環境が悪化する7月中旬から8

月に､漁場環境調査と養殖状況聞き取り調査を実施した｡

水質は､表層､5m層､底層について溶存酸素､水温､

COD､塩分､pHを測定し､有害プランクトンの有無に

ついても確認した｡底質については､COD､全硫化物､

強熱減量を調べた｡

2 魚病診断

魚病診断及び対策指導は､疾病が発生し､診断依頼があ

ったときに随時行った｡

3 病原体保有検査

病原体保有検査は､全てPCR法により行った｡

(1)放流種苗

クルマエビは山口県栽培漁業公社から出荷する直前に急

性ウイルス血症(PAV)のウイルス保有検査を行った｡アユ

については､放流前に冷水病菌とエ ドワジェラ･イクタル

リの検査を行った｡

(2)コイ-ルペスウイルス病の定期検査

ニシキゴイ養殖業者を対象に､発生水温帯にあたる5月

から11月の間､ほぼ2ケ月に1回検査を実施した｡

結果及び考察

1 魚類養殖状況･漁場環境

(1)魚類養殖状況

瀬戸内海地区の主要養殖魚種はトラフグであり､経営体

数は13経営体､うち10経営体から養殖状況を聞き取った｡

ヒラメ養殖は2経営体で トラフグ養殖と兼業していた｡ ト

ラフグの養殖尾数､種苗導入数はやや減少し､ヒラメの養

殖尾数は増加していた (表1)0

表 1 魚類養殖状況 (平成21年 8月現在) (千尾)

漁場名 経営体数 トラフグ ヒ
ラメ0才魚 1才魚 2才魚

0才魚 ≡き下松.櫛ヶ浜 10 40 37

.2 1.6 33妻圭上 関 1 5.5 2.5

8…浮 島 2 15 8

計 13

60.5 47_78 1.6 33≡(2)

漁場環境水質 :いくつかの調査点で表層水温が27℃以上

となり､トラフグ養殖の適水温を上回ったが､遊泳状況などに

異常はなかった｡その他の項目は養殖に適した値だった (表2

)0底質 :水産用水基準を満たしていない漁場があった｡C

OD20mg/g以上の漁場は笠戸湾の池の尻､深浦､卯津木埼

で､全硫化物 0.2mg/g以上の漁場は池の尻､深浦だ

った｡合成指標でも

､池の尻､深浦､卯津木埼は底質の汚染が進んでいると判定された｡有害プランクトン :K

areniamikimotoi､Chattonella種及びHetelVSigmaakNiwoなどの



表 2 養殖漁場環境調査結果

養殖漁場 月日時刻 水深 透明度 採水層 水質 底質
底質評価溶存酸秦 飽和度 水温 COD 塩分 p.u COD 全硫化物 強熟減Lil

呈 合成指棲1 合成指標2(m) (m) (m) (mt′L) (鶴) (℃)

(押m) bsu) bpm) (‰) (鶴)櫛ヶ漢 卯津木崎 8号7_早 13 3 05.41 90 26.9 1.12

27.57 8.25 28.01 0.142 10.86 0.50 0

.596:15 5 5.42 9052 24.8

1 _10 31.52 8.1912 3.14 22.5 1.37 32.46 7.89上関 栽培漁業センター 8月10日10:05 18

10.5 0 4.62 77 25.4 0.67 32.15 8.01 6.44 0.118 4.36 -1.92 -

1.885 4.67 78 23.4 0.59 32.68 8.0717 4.29 72 22.5 0.83

32.89 8.01大島 津海木 8月5日 7.5 5 04
.71 78 23.7 0.75 32.28 8.08 14.8

0 0.115 15.67 -1.22 -0.0214:20 5 4.69 78 22.1 0.65 32.71 8.066.5 4.63 77 22.0 0.90 32.72 8.05

浮島 コ口ドノ鼻 8月5日10:2520.5 8 05

.22 87 27.1 1.35 25.77 8.28 2.51 0.002 3.27 -2.28 -2ー235 5.19 86 2

3.2 0.78 31.27 8.1319.5 4

.27 71 21.9 1.25 32.26 7.99ウチ

ガクボ 8月5日l l :12 23 10.5 05.10 85 27.3 1.25 27.81 8.25 4.43 0.057 8.12

-2.14 -1.535 5.15 86 25

.5 0.88 29.26 8.2022 3.55

59 21.6 0.82 32.54 7.95下松 尾泊 早.即 早8:15 13 4.5 05.21 87 25.9 0.78

31.23 8.13 7.68 0.018 8.68 -1.86 -1.305 5.34 89 25.3 0.91

31.44 8.1312 4,49 75 23.0 0.57 32.51 8.00池の尻 8月7日9:15 16.6 5.5 05.41 90 27.2 0.82 30.66 8

.20 25.31 0.200 ll.15 0.31 0.54

5 5.64 94 25.2 0.880.71

31.54 早.197.9515.6 3.83 64 22.4 32.70落深浦 8月7日10:30 1514.5 65.5 05.69 95 27.8 0.70 30.33 8.23 14.7833.93 0.1260.361 7.7912.84 -0.720.90 -0.531.035 5.73 95 26.0 0.70 31.07 8.17

14 4.23 71 22.6 0.82 32.58 7.99.!..a:7.早目:40 0513.5 .9,.チ,?9..9.34.46 .9.i9.チ74 甲.i2戸.早22.7 9..甲0.8.91.06 叩.甲31.3232,68 早.?.98.178.

03合成指標 1:COD,TS,MCの 3項 目か ら求める合成指標値 :

負の値 (正常な底質)､正の値 (汚染 された底質)合成指標 2:IL,TS,MCの 3項 目から求める合成指標値:負の値 (正常な底質)､正の値 (汚染 された底質)

日本水産資源保護協会(2000)底質環境評価種苗実用化調査報告書よ

り2 魚病診断(1)海面海産魚

､クルマエビ､アワビ､ウニなど 12種､31件の魚病

診断を行った｡ トラフグが 13件と最も多く､うち 5件が

-テロボツリウム症､3件が滑走細菌症､ギロダクチル

ス症 1件､不明4件であった｡(2)内水南淡水魚 3種類､17件の魚

病診断を行ったが､そのうちアユ(8件)

とコイ (8件)が大半を占めた｡アユ冷水病は､天



魚類防疫総合推進事業

(2)クルマエビ養殖状況調査

天社こずえ

目 的

クルマエビ養殖の安定生産のため､養殖概況及び病害発

生状況を調査した｡

材料と方法

クルマエビの出荷がほぼ終了した平成20年3月にアンケ

ー ト調査を実施し､10経営体から回答を得た｡

21年 3月9日にクルマエビ防疫検討会を開催し､情報交換

を行った｡

結果及び考察

養殖経営体数は､11経営体で､今年度は1経営体が新た

に参入した｡養殖状況は概ねJ幌詞であった｡養殖生産量は

77.9トンで､前年比 189%とほを割き増したo(図1､表 1).

7月の豪雨による塩分低下や､9月にユーグレナ藻の繁殖

による水質低下､糸状菌症によって歩留まりが低下した養

殖場があった｡1経営体でビブリオ病が発生し､累積死亡

率は6.7%であった｡ ク/レアエビ急性ウイルス血症 (PAV)

は､今年も発生せず､本県では平成 17年以来発生していな

い｡

種苗は､山口県栽培漁業公社､A養殖場､県外の種苗生

産業者から導入されていた｡

餌は､主に配合飼料が使用されているが､4経営体でア

ミ類が使用されていた｡瀬戸内海産小型エビはPAV感染

源となる可能性があるとして近年駐用が避けられている｡

疾病予防を目的としてフコイダン､ペプチ ドグリカン等

の免疫静性剤や､ビタミン等を飼料に添加する養殖場が多

かった｡
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図1 山口県のクルマエビ養殖生産量表

1 弔戎21旬宣ク/レマエ増剛 況使用 種 苗 出 荷
池収容
経営体面積池数
大 きさ 尾数

蒜蒜 由来

(ha) (g) (104)(尾/n f)

量 産坐留歩数尾
均
量

平
重

(g)(10
4)(%)河トnHIJHL

貝
類
型
ビ
小

エ

･.1m

,L
'
'[
:

配
合
飼
料

㈱
脚

底
質

改
良材

免
疫
付
活
剤

A 3.22 4 0･7- 65.0 15-30 自家生産 25.9 65.3 100.5 16.9 0 0 0 なし

B 1.11 2 0.03 22.0 14.5-25 公社 27.5 16.7 75.9 4.6 〇 〇

〇 なしC 5･00 206?3…盲 92･2 1227･.36- 県外 2411 49･0 53･1 11･8 0

0 なしD 0.60 1 0.5 8.0 13.3 A養殖場 1.2 0 な

しE 1.02 2 8.9 16.1 15.8 公社 33.6 13.1 81.4 4 .4 ○

○ なしF l･25 21･5㍍ 25･7 20･6 公社 24･3 22･3 86･8 5･4 0 0 0 0 なし

G 3.90 1 0.04 85.0 21.8 県外 25.8 82.9 97.5 21.4 0 0

なしH 1.07 6 0.06 31.8 29.8 公社 23.4 23.6 74.0 5.5 〇 〇 〇 〇
なしI 1.57 4 0.04 61.0 38.9 公社 21.1 27.5 45.1 5.8 〇 〇 〇 な

し∫ 0.25 1 0.05 6.0 24.0A養殖場 21.3 4.0 66.7 0.9

○ ○ ビブリオ病合計 18.99 25 412.8



(抄録)

瀬戸内海西部海域のトラフグ種苗放流適地調査

(三県連携トラフグ栽培漁業促進事業)

木村 博 ･内田喜隆*

本事業は､愛媛県､大分県と共同して トラフグ

種苗放流適地を明らかにすること､ならびに種苗

放流による受益範囲を明らかにすることによっ

て､ トラフグ栽培漁業の推進体制を検討する上で

必要な知見を得ることを目的とする｡

調査結果は､平成 21年度栽培漁業資源回復等対

策事業報告書 (瀬戸内海西部海域 トラフグ)とし

て､(社)全国豊かな海づくり推進協会がとりまと

め､印刷､公表した｡

結果の要約

1 山口県内における放流効果(市場調査結果)

市場調査は､周南市場 25回､宇部市場 17回､

南風泊市場 14回､合計 56回実施した｡全長測定

と焼印標識魚の検査を行った トラフグの尾数は合

計 5,056尾であった｡市場調査で検出した焼印標

識魚の尾数は3市場合計で81尾であった｡3県が

放流した トラフグ焼印標識放流魚の回収尾数､回

収重量および回収金額は､1,657尾､1,417kgおよ

び6,239千円であった(表 1)0

2 南風泊市場における広域放流効果(フグ皮調査)

南風泊のふぐ加工処理場から産出されるフグ皮

について焼印標識の有無を調査した｡調査尾数は

合計12,620尾､焼印標識魚は125尾が検出された｡

南風泊市場における放流群別の回収尾数､回収

重量および回収金額は､1,196尾､2,015kg､10,707

千円であった(表2)0

3 産卵親魚回帰調査

産卵親魚と思われるトラフグは､4月 14日から

5月8日の間に延べ 15尾が埴生地先および厚狭地

先の小型定置網(桝網)等で漁獲された｡焼印標識

のある個体は3尾で､うち2尾は山口県が放流し

たことを示す焼印標識魚､1尾は大分県が放流し

たことを示す焼印標識魚であった｡焼印標識魚の

混入率は20%､山口県放流魚に限定すると13%であ

った｡

表 1 山口県内市場における水揚漁船所属県別放流効果推定値(市場調査による)

風泊市境
山口県 山口県 山口県

(兼戸内海) (最戸内海) (玉戸内海) (岩呈芸) 大分県 島桝

回収尾放 く鳥) 331 175 490･ 35

回収重量 (kg) 195 112 369 36

回収金額 (千円) 628 345 1,229 232

0

1

8

3

3

3

2

1

LE)

福岡県 合 計

378 1,151 1.657

553 1.111 1,417

3,217 5,268 6,239

表 2 南風泊市場における放流群別放流効果推定値(フグ皮調査による)

早
項目 海域

外海産 65

内海産

合 計 65 0 0
外海産 207

内海産

合 計 207 0 0
回収金尊
く千円)

外海産 1,347

内海産 o

合 計 1.糾7 0 0

平

14 0210

28 491

28 0491

49 3,057

0 0

49 0 3.057

辛

県 大分県
力

172 82

143 10 63

316 10 144

297 148

2恥 13 83

497 13 232

1,540 0889

605 38 225

2,145 38 1,114

辛

36 糾

139 35 143

175 119 143

46 109

172 37 184

218 146 184

25B 690 0
861 146 1,003

1.119 836 1,003 10.707

* 現 :水産研究センター 外海研究部
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(抄録)

アサリ人工種苗における赤潮プランクトン種

ラフイド藻 Heteros/imaabash/'woを活用した

餌料添加技術開発試験

多賀茂 ･小柳隆文 ･大嶋雄治*･松尾圭司

目 的

アサリ人工種苗生産において梅雨時期は､日照不足や低

塩分化により餌料の培養が困難となり､アサリ成長の停滞

と生残率低下を招く原因となっている｡この時期に赤潮プ

ランク トンのラフイ ド藻-テ ロシグマ ･アカシオ

(虚 血ttWBzz2ahadifmdは天然水域で大増殖する性質に

着目し､これを大量培養し餌料活用にかかる技術開発試験

を行った｡繊 結果の詳細については ｢平成 21年度シー

ズ発掘試験委託研究報告書｣として独立行政法人科学技術

振興機構に報告した｡

結果の要約

1 微細藻類の大量培養試験と培養プロセスのマニュアル

化

的 akashi脚 は､増殖し､高密度になった細

胞は互いに凝集し合い､底-降下し､1日で底にペースト

状の沈殿物を形成することが高密度培養に向けての間借で

あった｡このため､5L培養では底が曲面になったナス型フ

ラスコを用いて容器底の中心からやや強めの通気を行い､

また､25L培養では30Lパンライ ト水槽に傾斜を付けて設

置し､通気により沈殿を防ぐことで､実用レベルである25L

規模での 3-4×105ceuB/mi レベルでの安定した高密度培

養技術を確立した｡また､培養液には 5しまでは SWM3

培地を用いるが､その後の大量培養では市販品であるノリ

糸状体用の培養液を代用することで､培養液調合の時間と

労力を大幅に軽減することに成功した(表1)｡

2 アサリ稚貝-のHe軸 akasbiwD等餌料藻類の

添加効果試験

飼育綿 には人工生産されたアサリ稚貝を用いた｡給餌

プランクトン別にHe軸 aakashiTn試験区(以下He

tett3giizzza区),aaeぬ耶 卵 曲 試験区(以下 aaeぬ

∫WB),NannLXuUmPSiisp試験区(以下NanLZ∝ゐ血癖

B)とした｡試験区は2組設置し内1組を飼育期間45日の

GroupAとし､もう1組を飼育期間90日のGroupBとし

た｡室内培養した3種類のプランクトンを1試験区毎にア

サリがわずかに疑糞を封緋とするように量を適宜調整しなが

ら給餌した｡

飼育開始から45日目のGroupAのアサリ稚貝の平均殻

長はHetett3gikzz28区で15.1皿､aae由比托好区で14.3皿､

Nann∝丘如 由Sp区で14.0mとなり､それぞれの試験

区の平均値には有意差u〟P悦 JP<0.上場が認められ､最

大の水準はHe軸 区であった(図1).飼育開始から

90日目のGmupBのアサリ稚貝の平均殻長はHe軸

ma区で15.3皿皿､伽 eぬ肥り貯区で14.6mm､NanmxMo

叩 由区で14.2mとなり､試験区の平均値には有意差u
NO挽 .･pく玖個が認められ､最大の水準はHe軸

区であった(図2)｡

3 アサリ育成排水の無毒化技術開発稚

ムラサキイガイ 51.7kg(2,950個)を収容した試晩用処理

水 路 (0.2×0.2× 12m)の先 端 か ら砂 ろ過 海 水 と

He軸 aakasblwoの混合海水を注入した｡注入開始

から1時間後に排水中の細胞数を計数したところ注入時に

1,8h nB/mi のHe軸 a虚血sbiwoはbenB/d(検出

限界以T)に､また36,000cens/mi の高濃度のHe由m蜘

ahadiTmDでも0.353cenB/mlまで処理可能であることが確

認された｡

4 アサリ稚貝の代謝活性物質等分析による栄養状態や生

理活性の検討

(1)グリコーゲン含量

ー89-



GroupAでは全ての試験区でグリコーゲン含量に差はな

く3.3-4.5mg/gの範囲であった｡しかしGroupBでは､

He軸 a区は14.5mg/gと(為aeぬm g区の4.8mg/g､

NanmxMampEig区の3.5mg/gに比べて3倍以上高かった.

また実験開始時の1.8mdgに比べても大きく増加したoよ

って､He吻 aakash'woはグリコーゲン含量から見

ると有効な餌料だと考えられた(図5)0

(2)タンパク質群発現量

GroupBにおけるアサリの各閉殻筋サンプルにつき､

100個のタンパク質スポットについて解析を行った｡成長

が最も良かった自然海水で飼育した seawater区のタンパ

ク質発現量 と比較 した結果､Heぬ吻 a区および

αaebmms区では同数の計4個､Nanna:Hompm'S区で

は計 8個のスポッ トが有意に変動 していた｡また､

He軸 a区とNann軸 血 区間では有意な変動

が観 察 され な か っ た . CnaebxleN 区 に対 す る

He軸 a区で有意な変動が観察 されたものの､

HetezDSlimaakas血相を餌料としたアサリにおいて､既

存餌料生物を用いた藤倉と比較して総じて生理的な状態に

大きな違いがないことが示唆された(表2)0

表1 Heterosl'822u7akashl加 の培養マニュアル

騰 軸 ■▲』血 大三尊暮マニュアル

JB暮ステージ ■轟く℃)■■■■ ttJB亀■1 ■t′II暮■■嶋
+如 コツ20rTH 21 一一し-lob SWLHI 7〇一〉75 Pt 日日 一､ 二 二;.

･38に-JIdt拝を行う.5WrTTl 2ー 1<L-10D i 70-75 f>t 1<～18日 ･PtヰI下ではIJIにIまリI打をtけるU､■暮し7t書生になった■J!は互いに*AL合いJlへ■下し始める.･JLへIt下した■Bは.ー8{L早ければ暮J8市)でJLにペーストtEの沈Jt*書方成するため,lBI色一重の*辞が必I.ーt

tやせ暮でーiこのステージ手長青書とすち.SL 2ー 14L-loo SyVLFZE 70-75 j&先 12-188 ･丑Iヰ暮モgI!持Tる.iAt使用する5.10し辛JEフラスコでは3&気すると■Bが岳に7まって必{失敗する.このため鳥が曲tBになったナス聖フラスコを使用することで.息への沈Iはギ54できも.･iB丸はフラスコ中央JEからやや強めの54九を行う.iBIを行うことで.tJtの 守JS化が目立ち始めiB東*力が低下し､くるくると画IEして泳ぐよう

になるが.trlはま*.LJL大で7x10,Jt牡をた&.25し ー8--2ー 24L 糸状休フード 70-75 iB先 ー2-ー8日 ･このステ-ジからせI兼をノi}A扶ftフードに切t)暮えも.･jB*のfTやiBIで使用する30LJ{ンライトではエ7レーション‡すると■■書qでJLに書手つて失鼓する.そこで､書■を*け少し境#‡つけてやることで､ある程よJt-の沈毅を点けることが可tとなも
.
3-4xtO,

cdlL.L'〔一の
安定し た暮書丘輯暮が可 t

.
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(抄録)

水産基盤整備調査委託事業

多賀茂 ･畑間俊弘

目的

本県のアサリ漁獲量は1950年代後半から急激に増加し､

1983年に8,558トンとピークに達したものの､その後急激

に減少を続け2007年には10トンとなった｡減少要因につ

いては種々考えられるが､稚貝の発生が少なくなってきて

いることも大きな要因と考えられ､アサリの増殖について

人為的な種苗放流を検討する必要がある｡

本事業では､人工種苗を効率よくアサリの増殖に結びつ

けるための保護方法である被覆網保護について､放流場所

及び保護網の管理手法と成長や生残等について調査した｡

調査結果の詳細については ｢平成 21年度水産基盤整備調

査委託事業報告書｣ として水産庁に報告した｡

結果の要約

放流試験は周南市戸田の西津木干潟に2カ所の調査定点

st.1(DL+70cm)､St.2(DL+100cm)を設置して行った｡調

査定点それぞれに3.6mX3.6m四方をロープで囲った3試

験区(a,b,C)を設け､各試験区ともアサリ人工種苗(平均殻長

ll.8mJを密度が 1,000個/m2となるように放流した後､保

護網(目合9血)で覆った｡試験区を覆った保護網について､

試験区aでは毎月 1回保護網を新しいものと替える､試験

区bでは毎月 1回網の表側を化繊ほうきで擦り汚れを落と

す､試験区Cでは何も行わないという管理手法を用いた｡

アサリの放流は2009年 7月22日に行い､追跡調査は毎月

1回大潮の干潮時に行い20cm×20cm枠を用いて試験区毎

に3ヶ所採取しそれぞれ生残数を計数し生残率を求めた｡

測定用のサンプルは各試験区毎に無作為に30個を採取し､

殻長,殻高,謝晩全重量,軟体部湿重量を測定し､肥満度(軟体

部湿重量d(殻長cmx殻高cmx殻幅cm)×100)を算出した｡

放流して約6ケ月後(2010年 1月 14日)のアサリ人工種

苗の生残率は st.1で平均 64.1%(60%～83%),st.2で平均

60.0%(52%～70%)､殻長はst.1平均26.1mE也5.9mm～26.5

nJ,st.2平均24.1皿也3.1皿～25.1mJ､肥満度はst.1平均

16.2(15.8-16.9),st.2平均 14.7(13.9-15.1)であった(図

1,2,3)｡試験区毎での生残率は試験区a平均67.5%(52%～

83%),試験区b平均65.0%(60%～70%),試験区C平均61.1%

(58%～64%)､殻掛滴 験区a平均 25.1皿也4.2m～25.9

皿J,試験区b平均 25.5tnmQ5.1m ～25.9mEa,試験区C平均

24.8m止23.1m～26.5mJ､肥満度は試験区a平均 15.5(15.1

-15.8),試験区 b平均 14.9(13.9-15.9),試験区 C平均

16.0(15.0-16.9)であった(図 1,2,3)｡

調査定点間には殻長および肥満度の平均値で有意差

仏NOVA:p<0.05)が認められ地盤の低い st.1が有意に高

かったが､試験区間では有意差が認められなかった｡また､

生残率については調査定点および試験区間で平均値の有意

差が認められなかった｡
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(抄録)

ナマコ資源の効果的添加技術の開発
村田 実 ･吉松隆司 ･金井大成

この調査は､西日本海域におけるマナマコの主産地であ

る山口県瀬戸内海において､マナマコ天然資源の効果的な

添加技術を開発し､資源回復を図ることを目的とした事業

の一環として､マナマコの産卵期を明らかにするために行

った調査である｡

なお､本調査結果の詳細は､農林水産技術会議の競争的

資金プロジェクト ｢乾燥ナマコ輸出のための計画的生産技

術の開発｣事業報告書として報告した｡

材料および方法

調査海域は､山口県瀬戸内海東部に位置する平生町地先

である (図 1)｡

平生町のナマコ漁獲量は､山口県瀬戸内海のナマコ漁獲

量の3-10% (H9-H18の間)を占め､県内ではナマコの水

揚げ量が比較的多い地区である｡

調査は､ほぼ周年にわたり､月 1回の頻度で漁獲された

ナマコを持ちかえり成熟調査を行った (ただし､8月から

10月の3ケ月間は除く､また7月に採集した個体の一部を

ほぼ2ケ月間継続飼育し9月に測定した)0

調査に供したナマコは､素潜り漁 (もしくは､いさり漁

を含む)とナマコ漕ぎ漁 (もしくは､貝桁網漁を含む)で

漁獲されたアオ､クロおよびアカナマコの3種類で､調査

個体数は素潜り漁､ナマコ漕ぎ漁とも､各種類30個体と

した｡

これらのナマコは､ナマコ漁期である11月から3月まで

は､市場に水揚げされたナマコを買い上げた｡また､禁漁

期間中である4月から7月の間は､素潜り漁およびナマコ

漕ぎ漁各 1隻を用船し､特採許可により採集した｡

持ちかえったナマコは､一晩水槽に収容し翌日､体重､

殻重量､性別および生殖巣重量を計測し､標準体長 5,6)を求

めるために写真撮影行った｡

56' S暮' 13ZE O2' 04' 08' 08'

図 1 調査海域と特別採捕時の操

業位置(操業位置 - ナマコ漕ぎ ●素潜 り)

結 果

2009年に平生町地先で漁獲されたナマコの成熟調査

結果を表1に示した｡今回の調査で､採集個体数が減少したのは6月以降

であり､4月および5月にも成体と思われるナマコが湾

内で多く採集された｡また､ナマコ漕ぎ漁で漁獲されたアオナマコ､ク

ロナマコは､素潜り漁で漁獲されたアオナマコやクロナマ

コより大型であった｡次に､図2にサンプル

中で生殖巣を持つ個体数割合の推移を､図3には平均生殖

巣指数の推移を示した｡表 1 山口県平

生町地先におけるマナマコの成熟調査結果調査年月日 アオ ク口 ア力調査個体数 生殖巣をもつ個体数 生殖巣指数

調査個体数 生殖巣をもつ個体数 生殖巣指数 調査個体数 生殖巣をもつ個体数 生殖巣指数2009/1月15日 60 4 0.204-7.496 49 5 0.034-3.853 -

20 0.010-28.0602月22日 58 6 0.013-2.000 57 7 0.025-1.706 -3月18日 60 31 0.062-16.907 60 37 0

.008-20.662 254月17日 60 7 0.783-17.558 60 9 0.

251-24.834 17 13 0.336-12.5275月13日 90 14 0.485-22.324 46 7 0.363-23.727 5 1

17.0876月18日 45 4 0.030-0.788 39 7 0

.612-8.230 21 007月23日 10 2 0.1
39-1.636 15 4 0.144-1.563 -9月15日 14 3 0.582-10.9
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の変化それによると､アオ､クロ､アカ

ナマコとも3月に急激に生殖

巣を持つ個体数の割合が増加 した｡その後､アカナマコでは4

月まで高い割合が続いた｡また､アオおよびクロナマコでは4月に急激にそ

の割合が低下し､6月以降再び生殖巣をもつ個体数の割

合が高くなった｡また､生殖巣指数は､アオ､タロおよ

びアカナマコともに3月から5月に生殖巣指数は高い値と

なった｡その後､クロナマコは6月まで高い指数をもつ個

体が出現したがその数は減少し､アオナマコ､アカナマコ

では生殖巣を持つ個体数が急激に減少した｡生殖巣の

発達は､同一種類でも大きさによる時期の違いが顕著であり､大型のナ

マコはまだ水温が低い3月にすでに成熟し､小型のナマコ

はそれより遅れて生殖巣が発達していた｡これまでナマコの産

卵期については､水温13-15℃で産卵が開始され､18-2

2℃で産卵が終了するとした雀2)の報告や､佐賀県のナ

マコについて12-18℃とした伊東l)の報告がある｡生殖巣の発達から判断すると､この海域におけるナマ

コの産卵期は､3月から5月であると考えられた｡また

､継続飼育されたアオおよびクロナマコの若令個体の一部で夏眠期である7月あるいは9月に生殖巣

が発達する現象が観察された｡これはマナマコの生物

学的最小形である殻重50g以下の若 -93-令個体で

も生殖巣の発達がみられ､組織を観察すると

卵の成熟や精子の形成はみら

れず､産卵をしている可能性は少ないと考えられた｡また､夏眠期

に生殖巣が発達した個体の生殖巣以外の内臓器官は縮小していた

｡考 察ナマコの産卵期については､

九州で4-5月4)､山口県で4月下旬～5月下旬3)また佐賀県で

は3-5月-1とする報告がある｡一方､これまでのナマコの産卵生態

に関する知見から産卵期は､生息水深や地域差などの生息環境による

違いが大きく､また､生殖指数のピークは年によっても､個体の

大きさによっても差があることがよく知られている1･2)0今回の調査結果によると､生殖巣の

発達とその顕微鏡観察から､これまで産卵期と考えられていた時期より1ケ月ほど早い3月下旬に産卵は開始さ

れ､5月まで続くと推察された｡生殖巣指数がピークを示す3-4月に､生殖巣指数の値が､10を上回る個体の体

重は､アオナマコでは600g以上､クロナマコでは800g以上､アカナマコでは200g以上であった｡



(抄録)

目 的

ナルトビエイ生態調査

和西昭仁 ･小柳隆文

近年､周防灘海域では貝類の生産量が著しく減少している｡

一方､当海域では約1的三前から貝類を大量に捕食するナル ト

ビエイAdoZxzbmjhlgellum(図1)が大量に来澄するようになり､

貝類資源の減少に拍車をかけるようになった そこで､周防

灘の関係県(山口県､福岡県および大分県)と広島大学が連携

して､ナル トビエイの出現状況等を調査し､その結果の解析

および駆除事業実施機関-の情報提供により､効果的な被害

防止対策に資することを目的とい㌔

なお､本事業の詳細については､｢平成21年度有害生物出

現調査及び情報提供委託事業実績報告書｣として(社)漁業情

報サービスセンターに報告した｡

図1 ナル トビ

エイ的eibbabsnageuum)(画像提供 :瀬戸内海

区水産研究所 重田手l妬氏)材料と方法駆除事業などで捕獲

されたナル トビエイの体飽幅や鯨重の測定および性別の確経を5

-10月に行った｡ナル トビエイの出現海域における水温醐 r

jを5-12月に行った｡ダー トタグによる標識放流を7

-10月に行って､移動経路や成長を追跡した｡ナル トビエイの入網状況を

把匪するため､ます網漁業者および′J嘩機船底びき網漁業者に

日誌の討帳を依頼した｡結果及び考察 山陽小野田市地先では

､大型個体(雌個体)の占める害恰 が期間を通じて大きいこ

とが判明した(図2).一方で､夏季には雄個体の害恰 が急

激に増え､雌雄の害蛤 がほぼ等しくなることから､この海域が繁殖場となっていることが推測された｡-40 -50 -60 -70 -80 -90 -1(カ ー110 1120 -1

30 -140 ･150体 義 嶋 (

qn)図2 ナル トビエイの体盤幅細成(平成21年度)

環境調査の結果､本種の好適水温である17℃以上の期間は5

月中旬から11月下旬までの約6ケ月間であった｡標識放流調査では､約20尾のナル トビエイに標



(抄録)

赤潮.貧酸素水塊漁業被害防止対策事業

(瀬戸内海西部における有害赤潮モニタリング)

小柳隆文 ･和酉昭仁

目 的

瀬戸内海西部に位置する周防灘及び豊後水道周辺海域で

は,RhTenhmRbTZOわiをはじめとする有害赤潮が頻繁に発生

し,周防軒で古淵 発生前後にたびたび剛 ミ形成さ

れるなど,深刻な漁業按寿が発生している｡また,瀬戸内海

で発生する赤潮による漁業被害の大判も この瀬戸内海西部

海域に集中しており,とくに養殖業の盛んな豊後水道周辺海

域においての赤潮対策は緊急かつ喫緊の課街となっている.

以上をふまえ,KmRhnobiをはじめとする有害赤潮による

漁業披害を防止するため,山口県･福岡県･大分県･宮崎県･

愛媛県がモニタリング諏査を共同㈲ ､,有事程の初期発生

から増殖,消滅に至るまでの全容を把握するとともにK

mb bi赤潮の初期発生域とされる周防灘沿岸域での貧酸

素水塊と赤潮発生規模の関係を解明することを目的とし7㌔

なお､本事業の詳細については､平成21年度漁場環境保全

総合対策事業 ㈱ ･貧酸素水塊漁軌 報

告書として水産庁に報告した｡

結果の要約

1 有害プランクトンの出頭状況

･肋 血肋

(周防瓢 6月中旬に山口県沿岸晩 福岡県沖合域及び大分

県海除で低密度に確謎された｡7月上旬には大分県海域で19.6

-44alldd確詠され,7月中旬には福岡県海晩 大分県海域

で200虚血blを超えた｡7月下旬には大分県沖合域および沿

岸域で230-310celhhl確認され,周辺海域でも数十細胞レ

ベルの出現がみられたが,8月上旬には大分県沖合域,福岡

県沖合域で0.67-4.33ceus4nl確課されたほかは,全ての海域

で確認されなかった｡ 8月中旬には福岡県沿岸域で 21.33

cellsFtnlと若干の増加がみられたが,その後の増殖は確認され

ず終息した

博食水道･男r摘湾)6月下旬に大分県,愛媛県,宮崎県海

域で広範囲にわたり0.33-1 .00 cenghdと低密度に権藤され

た｡7月上旬には出現範囲が若干広がり,7月中旬にはk分県

海域で10ce地blを超えた 7月下旬にを嚇 満城でやや

増加し,8月上旬には愛媛県海域で213.33censknl確認された

が,その後は減少 し,8月下旬にはほ古筆肖滅した｡

･α肋 桝 お

(周防灘)7月上旬から8月中旬にかけて福岡県,大分県海

域で低密度i瀬 され 最高細胞数は6.66cc119hdであった,

(豊後水道･男l府湾)6月下旬から7月下旬にかけて大分県,

愛媛県海域で低密に確認され,最高細胞数は4.33dnshnlであ

った｡

･ChaatmeLkz属 (andW +刑血 )

(周防齢 6月下旬から福岡県,大分県海域を中心に広範囲

で確終されはじめ,7月中旬まで低密度で推移した)7月下旬

には豊前海を中心に20-40 cenSrtnlまで増加し,調査地島外

の大分県ぬ韓域では100ans(hdを超えた｡8月初旬には福岡

県苅田港内で赤潮を形成 撮高48 ,㈱ cella(tnl)したが,すぐ

に消滅した｡8月中旬以降はほとんど確露されなかった｡

(豊後水道･月順湾)6月下旬から8月中旬にかけ低密度に

確証され 最高細胞数は2.70cens4nlであった｡

･Hebyxxpsa軸

(周防灘)6月中旬に山口県瀞戒で低密度i瀬 され,最高

細胞数は0.67cens血lであった｡

博食水道･月順湾)確羅されなかった｡

･物 aakashiwD

(周㈱ 6月中旬から8月上旬にかけ低密度に確落され

最高細胞数は53.33cellsfdであった｡

-95-



(豊後水道･月晒湾)6月下旬から7月下旬にかけ大分県,

御願守毎域で低密度に確瓢され,最高細胞数は0.66celldd

であっ7㌔

2 今年度の赤潮発生についての考察

周防灘西部海域では,調査を開始した 6月中旬には&

m戯れoわiが沖合晩 山口県棚 密度に確認されたもの

の,6月下旬にかけての細胞数の増加は見られなかった｡そ

の後,7月上旬には大分県海域で10andmi を超え,7月下

旬には豊前海を中心に系肘掛 ミ増加したが,赤潮に至らない

まま,8月以陶騰 息に向かった 撮高310cen91nl).今年

度はKmikbTZOわi赤潮は発生しなかったが,例年に比べ6月

下旬以降にChaabndh属が多く確羅され,8月上旬には福岡

県沿岸域 (調査海域外)で赤潮を形成した (最高 48,(耕)

celldmi,8B苅田本字勘 .

豊後水道･別府湾では6月下旬から愛媛県,大分県,宮崎

県海域で低密度に確羅されはじめ,7月中旬には大分県海域

で10celldhdを超えた｡8月上旬にさて増さ媛県海域で細胞数の

増加力確認されたが,その後は減少し,8月下旬にはほぼ消

滅した (最高213ceudhA即7).今年度は調査海域における

Kmikbnoわiの増殖を瑚藍認されなかったが,7月上旬には臼杵

湾,別府湾,佐伯湾,猪串湾で,中旬には豊後水道沿岸で赤

潮が発生し,一部では漁業被害も発生した｡今年度は局所的

ないわゆる ｢地象発生型｣のKmikbnoわi赤潮は発生したが,

周防灘を起源とする ｢移流･拡散型｣の赤潮の発生は見られ

ず,大頼模赤潮には至らなかった｡

周防軒西部における今年の降水量を見ると5月上旬から7

月中旬にかけ平牢を下回って推移し,特に6月中旬には全く

降雨が見られなかった｡6月～8月にかけての積算降水量は

916rrm(平年比 113%)と平牢を上回ったが,その多くは7

月下旬の豪雨のよるものであり,6月だけで見ると202.5Ⅱm

(平年比63%)と平年を大きく下回った また,6月の積算

日照時間は180.8時間 (平年比124%)と長く,平均塩分濃度

は33.30(平中値3225)と高めであっ7㌔ このような気象衆

境から,H18年の大樹転相珂前に見られたような7月上旬に

おける低塩分･高水温水塊による躍層の発達や貧酸素水塊も

発生軒汽 増殖適水温に向かう7月上 中旬のDN濃度も平

年の1/3程度と非常に低く推移したため,Kmh k)i古瀬当殖

できなかったと考えられる｡また,7月下旬に古瀬締 線の

活動が非常に活発化し,中国･九州]団地方では記鞄的な豪

雨に見舞われた｡7月下旬の降水量は396mm(平年の約6倍)

を記録し,急激な塩分低下が周防艶全域で確認された｡この

豪雨以降,福岡県,大分県海域では躍層が急速に発達し,豊

前海地先で古事を酸素水塊 (最低値17.0%)が形式され,これ

に伴い陸晩 底泥からの溶出と見られるDINの増加が認めら

れたが,既に水温は本種の増殖適水温を超えており,その後

は増殖することなく消滅したものと推察される｡昨年は人工

衛星 hqpahdOD岱)画像が周防灘から豊後水道にかけての

Kmh わiの赤噺分布域の移流･拡散を捉えたが,今年は出

現轟相磯蜘ミ少なく,赤潮分布域の移流･拡散は掴めなかった｡

しかしながら,本事業を通じて新たに構築された広域監視体

制により,低細胞密度下における本種の出現動向を上流 (初

期発生海域とされる周柵 から下流 (豊後水道･月欄

にかけてリアルタイムに関係県が状況を把握し,互いに情報

を共有することができた,今後も起こりうるであろう大規模

赤潮に備えるためにも,この広域監視体制をさらに強固なも

のにしてきたVI.
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(抄録)

赤潮.貧酸素水塊漁業被害防止対策事業
(活性酸素消去剤等による魚類へい死防止対策)

小柳隆文 ･斎藤義之 1

の攻撃により死亡したトラフグの鯉には褐色の粘液物質が

目 的

RhTmkzmikimoわiをはじめとする有害赤潮による魚類-

い死を防止するため､山口県 ･愛媛県 ･水産大学校が共同

で､養殖魚の蝕止め効果について再検討するとともに浄性

酸素消去剤等の添加餌料で飼育した魚類を用いた赤潮暴露

試験を実施し､それらの添加効果を-い死率によって判定

した｡なお､本事業の詳細については､平成21年度漁場環

境 ･生物多榛性保全総合対策業 (赤潮 ･貧酸素水塊漁業被

害防止対策事業)報告書として水産庁に報告した｡

結果の要約

【トラフグ当歳魚のHehnsigma血 ゐiwo培養株に対する

-い死濃度の検討 (実験①)】

今年度は山口県ではKmikimoわi赤潮が発生しなかった

ため,H.血 hiwo培養株を用いて以下の実験を進めた.H

akashiwoは 1998年に阿武町宇田郷漁港で採取 ･分離され

たHet2B棟を水温20℃-24時間明条件下で大量培養し,プ

ラスチック製円形透明水槽 (容量 30L)に飽食給餌 1.5時

間後のトラフグ当歳魚 (歯切り無し)を各試敵区2尾収容

し,通気下で暴露試験を行った｡試験時の細胞密度は

282,∝Xkendmi (終了時 184,αXkens/mi),水温20.9℃,塩

分32.40,DO4.57mlA,pH7.84(終了時7.77)であった.ま

た､対照区として,海水のみ,培養液+海水,Chaetoceros

sp.(200万ceudhll)を設定したOHakzvhiwoに暴露したト

ラフグは開始30分後には水槽底で動かなくなり,2時間30

分後には呼吸数が増加した｡5時間30分後には鯉に詰まっ

た異物を吐き出すような行動が目立ち始め,6時間30分後

には瀕死状態となり,一時的な狂奔行動を繰り返した｡そ

れぞれ 10時間27分後,18時間07分後に試験魚の呼吸が

完全に停止したため,この時点をもって死亡と判断した｡

対照区は試験終了までの4日間全て生残したoH.akashiwo

多く付着していた｡今回は予備的に同様の試験を3度繰り

返し実施しており,その全てで24時間以内に-い死したこ

とからトラフグ当歳魚はH.akashiwo培養株300,α氾cens/mi

で-い死すると判断した｡

【活性酸素消去剤投与のトラフグの成長に及掛す｢影響】

アトモレー ト散添加餌料をGSHとして0,20(用法どお

り),40,100,400Ⅰ噂晦･wedday (以下 MPJ),MP-20,

MP40,MP-100,MP400とするo)で 106日間飼育した

トラフグ3尾の平均体重､全長､体長を測定した｡結果は

高濃度区 (MP400)で最も成長が悪く,MP-20で最も良か

ったoMPJと比較するとMPll00 までの投与では成長に影

響はないものと推察された｡試験期間中トラフグの食欲は

旺盛で,MPJ と比較して差は見られなかった.なお,成

長の比較には体重のデータのみを用いた｡

【活性酸素消去剤の添加効果(実験診)】

アトモレー ト散添加餌料を5条件(MPJ,MP-20,MP40,

MPl100,MPl400)で 106日間飼育したトラフグを,プラ

スチック製円形透明水槽 (容量 30L)に H akashiwo

300,α加elldhdを各試験区25L入れて通気下で暴露し,-

い死率から活性酸素消去剤の添加効果を判定した｡試験時

の細胞密度は304,∝氾ceus/hl(終了時146,0∝kelldmi),水

温 19℃,塩分33.83-34.00,DO3.72-4.51mln,pH8.18-8.22

であった｡結果はMP-0では実験①と同様に試験開始後に

水槽の底で動かない個体が確銘されたが,次第に回復し,

その後3日間は実験区,対照区ともに-い死は起こらず,

添加効果は確認できなかった｡試験開始4日目にアトモレ

ー ト散添加区,無添加区で-尾ずつ-い死したが,H.

akashiwoによる攻撃のほか長期間止水下で飼育したことに

よる水質悪化の影響も示唆された｡なお,本試験の無添加

区で24時間以内の-い死が起こらなかった要因としては,

-い死が確認された実験①から1ケ月を経過したことで平

1 山口県農林総合技術センター
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均体重が62.4gから83.5gに増加しており,成長によりH.

akzwhiwoに対する抵抗力が増した可離 が示唆された｡

lK.mikimoわi暴露試晩魚の蝕組織学的検討】

昨年度実施したKmikimoわi赤潮を用いた暴露試験の試

験魚の蝕を,定法によりパラフィン包埋し,2.5-5.0岬nの

組織切片を作成後,He又はアザン染色によって組織観察を

行った｡Kmh'mobi赤潮による攻撃を受けた蝕組織は疎著

な二次蝕弁の損傷 (上皮細胞,二次線弁間細胞の剥離)が

確認された｡また,アトモレー ト散投与区でも同様に激し

い損傷が確露され,添加効果は確終できなかった.餌止め

区では生残個体は二次鮭弁の先端を中心に正常な構造を保

っている部分が多く確落されたが,鯉弓側では重度の損傷

を受けている部分も認められた｡瀕死又は死亡した個体の

二次鮭弁は生残個体に比べて全域に渡り激しい損傷を受け

ており,その程度から餌止めにより生残した個体 (瀕死個

体を含む)についてもガス交換機能は著しく低下している

ものと推察された｡

lH.akzwhiwo暴露試験魚の蝕組練学的検討】

H akuhiw 暴露試験魚について固定保存した鯉を,

4.Opm の組織切片を作成後,He染色によって組織観察を行

った.H.akaghiw の攻撃を受けて死亡したトラフグの鯉組

織は,Kmikimoわiの攻撃を受けた鯉と同様に二次鯉弁の上

皮細胞の剥離が認められ,死因は上皮細胞が剥離すること

によるガス交換機能の低下による窒息死と推察された｡し

かし,KmikiTW わi赤潮の攻撃に比べると全体的に損傷の程

度は軽く,-い死に至る次のステージと想定される二次鯉

弁の折りたたみも軽度であり,このことが-い死に至るま

での時間が 10-18時間と長時間に及んだ要因と考えられ

た｡アトモレー ト散投与区では実験区,対照区とも鯉組織

は健全な構造を保っており,投与濃度による効果の差を触

組織から判定することはできなかった｡試験開始4日目に
､ヽ

死亡した2個体の蝕組織峨敷しく損傷を受けていたが,同

一試験区における他個体の鯉組織は全て健全な構造を保っ

ており,また,4日間試験を継続したことによる水質の悪

化や死後変化の影響も考えられたため,Hakashiwoに起因

するものとは断定できなかった｡また,今回の試験で二次

鯉弁の軽度の上皮細胞の剥離は対照区でも確認されてお

り,上皮細胞は赤潮による攻撃のほか､水質悪化や固定液

の影響で容易に剥離する非常に繊細な構造であると考えら

れた｡

【酸欠により死亡した蝕組織の病変の検討 (実験③)】

H.akzwhiwoによる死亡と酸欠により死亡した トラフグ

鯉組織の損傷や死後変化を検討するため, トラフグ4尾を

無通気条件下で酸欠死させた｡試験水槽は酸素の供給を遮

断するためビニールシー トで密閉し,溶存酸素を適宜測定

した｡試験開始5分後には トラフグの動きは陵慢になり,7

分後には1尾が水槽の底に横転した｡35分後には全てが横

転し,僅かに呼吸する程度となった｡50分後には頻死状態

の-尾を取り上げ,蝕を掃出し,その後は瀕死30分後,死

亡直後,死亡1時間後 (死後硬直時)と順次取り上げて鯉

を掃出し,Davidoson液で固定保存した鯉を,4.Opmの組織

切片を作成後,He染色によって組織観察を行った｡赤潮に

よる攻撃の初期症状で見られる軽度の上皮細胞の剥離は瀕

死,死亡直前の個体で確落されたが,死亡1時間後 (死後

硬直状態)の鮭にはこの症状は殆ど見られず,また死後変

化と思われる組織の崩壊も確瓢されなかった｡今回の実験

によって,軽度の上皮細胞の剥離は酸欠の影響ではなく,

死後,それも蝕組織が新鮮なうちに Davidoson液で固定し

た際に現れる人為的なものであること,また,死後 1時間

では触組織における細胞構造の崩壊等の死後変化は起こら

ないことを確酪した｡

【グルタチオンの血中濃度の測定】

アトモレー ト散の投与濃度,投与期間を変えて飼育した

トラフグから血液を採取し,-バリンによる抗凝固処理,

5%メタリン酸水溶液による除蛋白処理を行った｡一時処理

したサンプルは 4℃で保存し,翌日,県農林総合技術セン

ターに搬入してトータルグルタチオン (酸化型 +還元型)

血中濃度を測定した｡測定にはグルタチオン測定キットを

用い,405nmにおける吸光度からグルタチオン濃度を算定

した｡高濃度で長期間飼育したトラフグで若干の血中グル

タチオン濃度の上昇が見られたものの,その他試験区では

血中濃度の上昇は確羅されなかった｡今回の試験では期待

していたほどのグルタチオン血中濃度の上昇は見られず,

用法どおりの濃度で-い死軽減効果が確誰されなかった昨

年度試験の結果を支持する結果となった｡
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(資料)

定地観測資料(長門市仙崎地先､暦年)

南部智秀 ･田原栄一郎 ･道中和彦

当水産研究センター地先 (長門市仙崎大泊)表面水温につ

いて､昭和50年(1975年)から平成21年(2009年)までをとり

まとめた｡勧 地 点は当センタづ樹 蛸醐膜壁付近で､観

測時間は午前9時である.

とりまとめに当たっては､日々 の変動が大きいこと､欠測

日があることなどから､旬平均水温を算出することとし､昭

和50年から平成20年までの34年間の旬平均水温(平年水温

とした)と平成21年の旬平均水温を比較した (表1)0

表 1 長門市仙崎地先旬平均水温

平成21年の旬平均水温は､年間を通して概ね平年より高め

に経過した｡特に4月中旬では平年より1.9℃高めとなった,

十方､平年より低めに経過した旬の中では特に､8月上旬は

平牢より2.3℃低めとなった｡

旬矧脚 ま平年では2月上旬､平成21年では1月中旬

および下旬にみられ､平牢では10.9℃､平成21年では12.4℃

であった｡旬別最高水温は平年では 8月上旬および中旬の

27.1℃､平成21年では8月下旬の26.5℃であった｡

単位 (℃)

月 1 2 3 4

5 6旬 上 中 下 上 中 下 上 中 下

上 中 下 上 中 下 上 中 下21年 13.8 12.4 12.4 12.6 12.712.6 12.9 13.1 13.5 14.0 16.4 16.1 18.1

19.4 19.4 19.8 21.3 23.2平年 12.5 11.9 11.3 10.9 11.1 11.2 ll.3 11.9 12.5 13.5 14.5 15.6 16.8 17.9 19.2

20.4 21.5 22.2月 7 8 9

10 ll 12旬 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下21年 23.4 25.1 24.5 24.8 25.9 26.5 25

.5 24.3 24.5 23.5 21.5 20.9 20.0 18.2 16.5 15.8 14.5 13.1平年 23.3 24.9 26.5 27.1 27.1 26.9



(資料)

定地観測資料(山口市秋穂二島地先)

和西昭仁

この観測は､当センターの研究員が毎日交代で実施してい

るものである｡本報では､観測項目の中から表層水温のデー

タを整哩して掲載した｡

水温の測定は､秋穂湾にある山口漁港の突堤先端部(北轟斜

度峻 9秒､東経131度別分場桝 で行った｡測定時刻を胡 ミ則

午百秒時とし､突堤から約1m沖の表層水をILのポリ容器で採

水した後､気温などの影響を受けないよう留意しながら､棒

状二重管温度計(0-50℃､1/5目盛)を用いて速やかに測温し

た｡測定場所における水深は､満潮時で蜘 ～5m､干潮時

(
3
0
)

鯛

蔦

唯

僻

で概ね1-3mであった｡平年は､昭和55年(1980年)から平成

20年(2008年)までの29年間である｡

槻 1年の日水温は図1のとおり推移し､1月25日に最低水

堤(7.0℃)､8月8日に最高水温(29.4℃)となり､年平均水温は

17.7℃であった｡また､旬平均水温は表1のとおり推移し､1

月下旬に最低水温(82℃)､8月上旬に最高水温(27.4t)となっ

た｡2-3月には平牢を約2℃上回り､7月下旬にを羽三年を約2℃

下回って推移した｡

-一■ 29.4A i- 親測値- 平年値
V T

▼L A

･ー7.0 l l l I I lH21.1.1 日21.3.1 日21.5.1 日21.7.1 日21.9.1 日21.ll.1

日22.1.1図 1 表層水温の推移 (平成 21年 :山口漁港

)表 1 表層水温の旬別平均値 (平成 21年 :山口漁港) 単位:℃

月
■●●HHt▼'日日Ht｡■ '日日.

日｡

''■○匂 上 中 下 -
■‥:-○
-=…･･■
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

平成ユ1年 …･-･･････--I.,

I.-I-I.1･-･+中年 157…17.9 1

臥2月･←■･･■■-･･●･■-･･一
･･･.日日･･･○旬 妻上 中 下 上 中 下 上 申 下 上 早 下

上 中 下 上 中 下平成21年 童ユ

4.5中年
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川 泰弘中尾 好雄主 査 渡連 直 くろしおt第2くろしお〟 (山口市駐

在)外海研究部 秦

紳介有薗 鼻琴 船 長機 関長 光井 保元航海士 田中 晴久部 長 (兼)

// 泉谷 隆班長 (海洋資源クやルー70担当)

河野 光久 // 有福 徳行班長 (栽培増殖クやルづ○担当) 安成 淳 // 伊勢谷真二

班長 (利用加工クやルー70担当) 白木 信彦 // 寺崎 鼻

司専門研究員 天野 千絵

// 岩本 浩始// 渡連 俊輝 // 政木 康光

〟 山本 健也 機 関士 岡

村 洋司// 繁永 裕司 船 員 河本 学∫/ 南部 智秀 // 三好 宏政// 安部 謙 〟 河村

亮太技 師 植木 陽介 // 秋 田 泰志

主任養殖員内海研究部 田原栄一郎木谷 幸治 //公害.漁業調査船せと 水本絵里子嶋 田 大龍部 長 船 長

(兼)主 査 (兼) 磯部 功雄 機 関長 (兼) 折井 孝

裕班長 (海洋資源クやルイ 担当) 木村 博



平成 21年度山口県水産研究センター事業報告資料編(別冊)について

【資料編 (別冊)について】

本報告に掲載した事業のうち､一部の事業について

は､詳細なデータ等を別冊の資料編に掲載した｡

それらの事業は､本報告の本文中にその旨の記述が

ある｡

【閲覧等について】

資料編の閲覧､データ等の提供 (以下 ｢閲覧等｣と

いう｡)を希望する場合は､山口県水産研究セ

ンター企画情報室に連絡されたい｡

閲覧等にあたり必要な手続きを別途指示する｡

なお､データ等の利用形態によっては､閲覧等を許

可しない場合もあり得る｡

【連絡先】

山口県水産研究センター 企画情報室

電話 :0837･26･0711

E-maila16402@pref.yamaguchi.1g.jp

-102-
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