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巻頭言

西海区水産研究所長　馬場　徳寿

－ 平成22年度の主な出来事 － 

　小雪が舞い散る中、平成 23 年が明けました。厳
しい年の幕開けですが、現実を直視し的確に対応
しつつ新たなことに向かっていきたいと思っていま
す。今年度の特徴的な出来事について紹介します。 
　2002 年以降頻発していた大型クラゲの大量発
生は、平成 22 年度にはありませんでした。大型クラ
ゲによる漁業被害の軽減には早期の発生状況の把
握が不可欠であり、そのためには中国沿岸域にお
ける大型クラゲの分布調査が欠かせません。同海
域での調査を切望していたところ、水産庁の指導の
下、平成 22 年 5月17～ 27日の間中国沿岸域にお
いて、日中共同で大型クラゲの分布調査を実施する
ことができました。大型クラゲはほとんど発見され
ませんでしたが、この調査は発生源水域における大
型クラゲの分布の把握とともに、出現過程の解明に
も重要であり、調査の継続を期待しています。
　大型クラゲの大量発生はありませんでしたが、有
明海・八代海においてシャトネラ赤潮が発生し、長
崎県、熊本県、鹿児島県の 3 県で養殖ブリ等約
285 万尾がへい死し、約 53 億円に至る甚大な被害
を地域養殖業者等に及ぼしました。昨年（200 万
尾、約 33 億円）と合わせると、約 80 億円を超える
被害額となります。このシャトネラ赤潮による被害
を軽減させるため関係各県の行政、研究機関等と
連携協力し、魚介類へい死機構の解明や短期動態
予測技術の開発に着手するとともに、赤潮対策シン

ポジウムや魚介類へい死に係る検討会を開催しま
した。発生状況及び発生機序、被害防止対策に関
する課題を取りまとめ、本年の発生に備えて出来る
限りの事を行っているところです。　
　建造中でした陽光丸の代船が完成し、11月末竣
工しました。初代陽光丸は総トン数 213トン（昭和
36 年から18 年間で、約 28万海里航走）、二代目陽
光丸は 499.99トン（昭和 54 年から 31 年間で約
58万海里航走）。三代目陽光丸は692トンで、初代、
二代目と同じトロール船型です。振動騒音が少な
く、作業操船の自動化・省力化が進み、推進・発
電・船内情報の各システムが高度化して漁労・調
査観測機能が頗る向上しています。4 周波の計量
魚群探知システム、マルチビーム科学魚群探知シス
テム、環境センサー付き多段開閉ネット、トロール
ネット・マルチサンプラー等の最新漁労設備を、
また海洋観測機器として、CTD（Conductivity 
Temperature Depth profiler）システム、超音波
ドップラー式多層流速計（ADCP）、柱状採泥器（マ
ルチプルコアラー）、表層生物環境モニタリングシス
テム（TSGF）、VPRシステム等を備えています。新
しくなった陽光丸を用い、我が国周辺水域の水産
資源の管理と漁場環境の保全に向け、また東シナ
海における水産資源の国際共同管理に向けたリー
ダーシップの発揮に向け、日々努力していく所存で
す。

－ 2 －



西海せいかい　NO.  9　2011. 03

うぶすな

東シナ海漁業資源部長　　西　村　　明

－ 東シナ海漁業資源を対象とした調査船調査 － 

　西海区水産研究所では東シナ海に広く分布する
魚類とそれを取り巻く生態系を対象とした調査研
究を実施するとともに、水産資源の持続的で効率
的な利用に向けて資源評価を担当しています。魚
類資源を理解するためには、漁業情報の解析や漁
獲物の分析とともに、調査船による調査を実施して
魚の年齢や成長を調べたり、餌や成熟状況に関す
るデータを収集することも重要です。西海区水産研
究所所属の陽光丸を主体として、熊本県苓洋高校
熊本丸等の協力もいただきながら、日中暫定措置
水域を含む東シナ海から九州西岸まで広く定点を
設定して、調査船による調査を実施しています。
　近年の環境変動の影響も併せて、資源量が増減
するメカニズムが注目されています。調査船による
調査からは、漁業情報では得ることのできない、
様 な々情報を得ることができます。プランクトンネッ
トや、様 な々仔稚魚採集ネットを利用して、卵仔稚
魚の定量採集が精力的に行われ、海洋環境情報と
合わせた解析により、卵仔稚魚の分布、移送や生
残過程について知見が集まっています。産卵から仔
稚魚に至る初期生活史の生残過程が資源量変動
に影響していることが分かってきています。また、
最新の魚群探知機を用いることで、海域に分布す
る魚群や餌生物の量を定量的に把握することが可

能となります。新陽光丸では搭載された自動トロー
ルシステムや最新の採集具を利用しながら、対象と
する深度に分布する生物を効率的に採集すること
が可能となっており、これらのシステムにより得ら
れる生物分布量に関する情報は海域の生態系の
構造を理解するために重要な情報となるとともに、
資源評価の精度を高めていくためにも有効です。
　多くの関係者のご尽力をいただいて、新陽光丸
が運航を開始しました。東シナ海漁業資源部でも
今後、最新鋭の調査観測機器を使用しながら、担
当する海域の資源調査に成果を得ていきたいと考
えています。かつては、東シナ海に広く展開してい
た漁業も、時代とともに漁場も変遷しています。近
年の漁場における資源を持続的に有効に利用して
いくためにも、調査情報を整備することが必要と
なっています。調査の実施に際しては、事前に目視
探索により漁具等の有無を確認して、安全を確認し
た上で調査を行うこととしています。事故のないよ
うに注意しながら調査を実施してまいりますので、
引き続き、調査へのご理解とご協力をよろしくお願
いいたします。

－ 3 －

マルチサンプラー装着トロールネット

トロール網の末端部分に取り付けたマルチサン
プラーは、最大３回の開閉が可能で、これにより
コッドエンドを切り替えて、水深帯ごとの魚群の
採集が可能となります。



水は巡る

東シナ海海洋環境部長　秋山　秀樹

－ モニタリング情報を活用して、観天望海！  － 

　この冬は太平洋赤道域で発生したラニーニャ現
象（＊）の影響で、日本付近は厳しい寒さとなって
います。西海水研の位置する長崎市でも、今冬は
積雪することが複数回ありました。昨年来、私たち
にとっては厳しい気象の変化が続いています。
　まず、平成22（2010）年春季、西日本を中心に低
温状態が続きました。次に、夏季には一転して全国
的に記録的な猛暑となり、陸に住む人間も、海に住
む魚介類も大変苦しみました。この猛暑の影響は
長期化し、水産業は甚大な被害を受けました。続
く秋季は短く、あっという間に過ぎ去りました。そし
て、この冬季には強勢な寒気団が猛威を振るって
います。
　西海水研では九州西岸で定地水温モニタリング
を行っています（西海水研HP「九州沿岸域水温情
報」）。その一例として、熊本県天草町の水温変動
を図1に示します。黒丸印＋点線が平年の水温変
化、青色の折れ線が2010年の水温変化、赤色の折
れ線が2011年の水温変化を表しています。
　この図を見ると、上で述べた各季節の特異な気
象の変化に伴って定地水温もよく似た変化をしてい
ることがわかります。2010年春季（4～6月）水温が
低めで推移していたのに、同年夏季（7～9月）には
一転して水温が著しく高温になっていました。さら

に、2011年冬季（1月）は水温が低めで推移してい
ます。
　今冬の定地水温モニタリングの情報を長崎海洋
気象台発行の西日本海況旬報（No.2270）と比較に
してみると、両者の水温値がよく一致していました。
そこで、西日本海況旬報から、今冬（1月中旬）の東
シナ海域の水温分布の特長を調べてみました。水
温値は平年差（30年平均値との差）および前年差と
も、海域全般で-0.5～-1.0℃程度低め傾向で推移し
ていました。長江河口沖合は低め傾向が大きく、
-1.0～-2.0℃程度低めで推移していました。
　気象庁のエルニーニョ監視速報（No.220）によ
ると、今回のラニーニャ現象は「冬の間は持続し、
春に終息に向かう」そうです。また、気象庁の北西
太平洋の海面水温と海流の見通し（１か月予報）に
よると、「1月下旬～2月中旬の間、東シナ海の海面
水温は、平年より低い状態が続く見込み」だそうで
す。
　まだしばらくは寒さが続くようですが、年が変
わって、ぼちぼち春季の訪れが気になる時期となり
ました。平成23（2011）年は一体どのような年にな
るのでしょうか？　大型クラゲの担当者である私
は、いつ頃から東シナ海が暖かくなるのかが気掛
かりです。恐らく、大型クラゲの卵にとっても今年
の冬は厳しい寒さになっているのではないかと考
えられます。私たち日本国民としては、今冬の低温
が大型クラゲの出現に関して良い方向に作用する
か否かが、今から大変心配です。

－ 4 －

(＊)ラニーニャ現象：太平洋赤道域の日付変更線
付近から南米のペルー沿岸にかけての広い海域
で海面水温が平年に比べて低くなり、その状態
が１年程度続く現象のこと（気象庁資料より）。
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図１　熊本県天草町における定地水温変動
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有明海・八代海は今！

海区水産業研究部長　小谷　祐一

－ タイラギ類の養殖技術の開発を目指して（２） － 

　本誌第４号（2008.8）では、平成 18 年度から3
年間の計画で実施していた農林水産省「大型二枚
貝タイラギの環境浄化型養殖技術の開発（先端技
術を活用した農林水産研究高度化事業）」について
紹介しました。同事業では、貧酸素や硫化水素の
発生等でタイラギにとって住みづらくなった海底か
ら海中に垂下してタイラギを飼育すると、高水温や
シャトネラ赤潮等でもほとんど死なない等、現在の
有明海の環境でも十分に養殖できることを実証し
ました。これらの成果は、現在の有明海漁業振興
技術開発事業「タイラギの養殖技術の開発（平成
21～ 23 年、長崎県から委託）」に引き継がれ、さら
に付着生物対策やコスト削減等の実用化を目指し
た技術開発に取り組んでいるところです。今回は、
この事業におけるこれまでの成果についてご紹介
します。
　さて、タイラギ垂下養殖試験は、資源の減少が著
しい諫早湾において実施しています。諫早湾では、
干満差が大きく、波浪、貧酸素や低塩分水の影響
を受けやすいことが知られています。加えて、夏季
にはフジツボやホヤ類等の付着生物が大量に発生
します。すなわち、これらの要因はタイラギを効率
的・計画的に養殖するうえにおいて、へい死や成
長不良を引き起こす大きな阻害要因となっている
わけです。これらの影響を軽減するための技術開
発のポイントは、タイラギにとって好適な環境を
作ってあげることでした。まずはじめに、タイラギは

砂や泥に潜って生活しているので、砂などに代わる
軽くて取り扱いやすい基質をカゴやネットに入れる
ことを検討しました。そして、基質として無煙炭（ア
ンスラサイト）を使うことで、優れた生残率や生長
を示すことが判明しました。また、タイラギ稚貝が
軽すぎて中間育成のカゴから飛び出してしまうとい
う問題がありました。そこで、タイラギが飛び出さな
いように、分泌した足糸（そくし）でネットに固着さ
せました。これでタイラギはカゴから飛び出すこと
がなくなり、歩留まりが向上しました。さらに、付着
物に覆われて死んでしまう、餌を奪われてしまうと
いった問題がありました。そこで、付着生物防汚剤
をカゴやネットに塗布することにより、フジツボ等
の付着を軽減させることにも成功しました。さらに、
安価で耐久性の高い養殖器材による採算性の向上
を目指して、写真１のようなポケット付ネットを新た
に開発しました。また、本事業で試験的に導入して
いるロープ筏（写真２）は干満差や波浪の影響が大
きい諫早湾であっても損壊等が非常に少ないこと
から、現在は主にこの方式で養殖試験を実施して
います。
　新しいネットの開発とロープ筏の導入により、短
期間での貝柱の生長（写真３）に成功しました。人
工種苗生産の技術が確立して稚貝の安定供給が
図られることで、有明海産の養殖タイラギの貝柱が
食卓に並ぶ日はそう遠くはないものと思われます。

－ 5 －

写真1（左）　防汚剤が十分コーティングされ、かつ
　　　　　  安価に使用可能なタイラギ専用ネッ
　　　　　  ト。このネットで出荷サイズまで飼育
　　　　　  することが可能である。

写真2（右）　諫早湾内に新たに敷設したロープ筏。
　　　　　  最大 1万貝の垂下が可能である。

写真3　天然貝(左)と垂下養殖貝(右)における貝柱の比較。貝殻の大きさは
　　　  ほぼ同じだが、垂下養殖貝の貝柱重量は天然貝の約2倍に達した。



ちゅら海便り

石垣支所長　町口　裕二

－ 亜熱帯の新規増養殖対象種「メガネモチノウオ」の
　　　　　　　　　　　　　　　　種苗生産を目指して  － 

　メガネモチノウオ（別名：ナポレオンフィッシュ）
は最大で全長 2mに達するベラ科最大種で、沖縄
県では「ヒロサー」と呼ばれ、水産資源として扱われ
ています。国外では、お隣の中国でも重要な水産対
象種で、非常に高値で取引されています。このため
近年、東南アジア地域を中心に乱獲がすすみ、資
源の減少が懸念されることから、2004 年に「絶滅
のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関す
る条約」（CITES：通称、ワシントン条約）の付属書
Ⅱに記載され、国際的な輸出入の管理が行われて
います。一方で、本種の増養殖技術開発について
は、インドネシアで一度稚魚生産に成功した事例を
除くと成功例はなく、安定採卵に至った事例も非常
に少ないのが実状です。また、天然での産卵生態
や初期生活史についてもほとんど情報がなく、採
卵や初期飼育における技術開発はこれまで困難を
極めていました。
　このような背景のなか、西海区水産研究所石垣
支所においても本種の増養殖技術開発の一環とし
て 2000 年より八重山諸島海域で捕獲した個体を
用いて養成技術開発を行っています。その結果、
2008 年より自然産卵によって採卵が可能になり、6
月後半から9月後半の水温 28-30℃のときに、特に
新月前後 1 週間に集中して産卵が行われることが
明らかになりました。しかし、通常の飼育では全産
卵回数の10% 程度しか受精卵を得られず、偶発的
にしか受精卵が得られないといった問題も見つか
りました。さらに、ふ化仔魚は、海産魚の種苗生産
で一般的に用いられているシオミズツボワムシの中
でも、最小株の一つであるS 型ワムシタイ株を摂餌
しないことも分かり、新たな餌料を探索する必要も
出てきました。
　そこで 2009 年より、栽培技術研究室の平井慈
恵研究員らが飼育水槽の水位低下による産卵誘発

について検討したところ、これまでに水位低下時に
産卵した 21回すべてで受精に成功し、1回あたり
平均 46 万尾のふ化仔魚を得ることに成功しまし
た。また、ふ化仔魚の初期餌料についても2009 年
に長崎大学大学院生産科学研究科の萩原篤志教
授と共同で、S 型ワムシタイ株よりもさらに小さな超
小型ワムシProales similisを摂餌可能であることを
発見し、2010 年には能登島栽培漁業センターとも
共同で、この超小型ワムシを用いて最大 9日齢まで
飼育、成長させることに成功し、ようやく種苗生産
の成功に向けての光が見えてきました。本種の天然
での生態についてはまだまだ未解明ですが、このよ
うな飼育実験を通じた産卵特性や初期の食性の
把握は養殖等への技術開発だけでなく、天然生態
を知るツールとしても大いに期待されるところです。
今後はさらに研究を進め、熱帯・亜熱帯域の水産
資源の保全と持続的利用に役立てたいと考えてい
ます。
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＜図表の説明文＞
(a)産卵行動中の親魚、(b) 超小型ワムシを摂餌
した仔魚(2日齢, Bar: 1mm)、(c) 超小型ワムシ 
Proales similis (Bar: 50μm、写真: 長崎大学大
学院生産科学研究科 萩原篤志教授)
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調査航海のエピソード

陽光丸船長　船戸　健次

－ 「陽光丸」Ⅲ世竣工する － 

　「陽光丸」Ⅲ世（総トン数 692 ﾄﾝ）は、我が国周辺
水域、特に東シナ海における水産資源の管理、海
洋環境の保全、及び水産資源の中国・韓国等との
国際共同管理をより迅速かつ効率的、効果的に推
進するために新しく建造され、2010 年 11月に竣工
しました。
　新造船は様々な最新鋭の航法装置や漁具・海
洋観測機器を備えていますが、以下に二点ほど紹
介します。まず第一はハイブリッド式環境センサー
付き多段開閉ネットで、我が国の調査船への実戦
配備は初めてです。これは開閉機構付きプランクト
ンネットに環境センサー（CTD）が付いており、船
上からアーマードケーブルを介して網の開閉がコン
トロールでき、任意の水深帯（4層）においてプラン
クトンを採集するものです。また、網口面積と網目
合が異なるプランクトンネットを同時に曳網するこ
とにより、大きさの異なるプランクトン標本も採集で
きます。仔稚魚の分布水深と水温など海洋環境と
の関係を調査するのと同時に、これら仔稚魚の餌
料プランクトンを採集することにより、仔稚魚の生
残要因の解明、新規加入量予測、及び資源評価等
に大きく役立ちます。第二は日本では初めて導入さ
れる最新の計量ソナーです。計量魚群探知機は鉛

直的に音波を出しますが、本機器は音波を扇状に
出すことによって、魚群を二次元で幅広く感知する
ことが可能で、コンピューター処理により三次元で
広範囲の魚群量を推定できるのが特徴です。本ソ
ナーの使用により、アジ・サバ・イワシ類等魚群
の形状や行動を詳細に把握することができ、魚群
単位での魚の量、漁場形成メカニズム、及び資源量
の推定に大きく貢献します。
　平成 23 年 1 月 25 日長崎県美術館ホールで水
産庁、長崎県、長崎市、（独）水産大学校等からの
来賓や水産業界、関係団体などの出席を得て竣工
披露式が執り行われました。その後、長崎港常磐岸
壁で、来賓に加え理事長、理事、所長、小職の８名
による華 し々いテープカット、一般見学会が行わ
れ、約 200 名の方にご来船いただき、盛況のうちに
終了いたしました。
　式典、見学会を無事乗り切った「陽光丸」Ⅲ世
は、夕刻、最初の調査航海のため常磐岸壁を離岸
し、最初の任務地の東シナ海へと向かいました。
　今後は、浮魚・底魚類の資源生態調査、卵稚仔
調査、大型クラゲ等の生物調査、生物環境調査等
を実施する予定です。
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編集後記

　漁業調査船２代目陽光丸は、昭和54年に建造さ
れて以来30年の長きにわたり、主として西海区水
産研究所が担当している東シナ海の資源・海洋研
究を支えてきた。その間我が国の水産業を取り巻く
状況は大きく変わり、とりわけ東シナ海の水産資源
は減少の一途をたどり、科学的知見に基づく資源
管理の重要性が強く認識されるに至った。平成13
年度に水産基本法が策定され、「水産物の安定供
給の確保」及び「水産業の健全な発展」という理
念が掲げられ、平成19年に策定された新たな水産
基本計画に従って、調査研究を通して、水産物の
安定供給及び水産業の健全な発展を図ることが強
く求められるようになった。このような課題に応え
るため、効率的なトロール調査及び精密な海洋観
測を可能とし、中国、韓国との国際共同調査に対応
できるような調査研究区画の拡充、調査漁具・調
査機材等の高度化・ハイテク化を図り、多獲性浮魚
類や重要底魚類の資源・生態調査、生物・環境調
査を実施する「陽光丸」Ⅲ世が建造された。本船
は、船尾スリップウェイを持つ全通二層甲板トロー

ル船型で、冬季東シナ海においてでも、通常の航
海及び調査研究活動が支障なく行える良好な耐航
性、凌波性、復原性、推進性及び操縦性を有してい
る。また、中国、韓国等の諸外国の研究機関との共
同研究及び学術的な研究に対応できるよう、最新
のハイテク技術を基盤とした造船技術の粋を結集
し、東アジアにおける水産資源及び海洋環境に関
する調査研究においてリーダーシップを発揮してい
くことになります。
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陽光丸見学会の様子(H23.1.25)
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