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 イセエビの蓄養

 鹿児.島県薩摩郡上こしき村平良

平良漁業協同組合

小松尚義

 私たちの平良漁業協同組合は、薩摩半島の西方47㎞、東支那海に位置するこ

 しき列島の中程にあり、中型まき網ユ統、組合自営の定置網2統・一機建網25統・
 一本一釣ユO続の漁業で年間5,OOO万円を全面受託販売とし鹿児.島、熊本、福岡
 へ出荷'しております。

 その中で、イセエビは磯建網漁業によって魚類と一諸に混獲されますが、その

 小細を魚揮と比較いたしますと・数量ではわずか・第にすぎません。しかし・
 金額では5-5%を示しておりますので、私たち沿岸漁民にとってきわめて重要た

 資源である・といわねばなりません。

磯建網漁業

総水揚高

 5,OOO万円

旋網漁業

磯建網漁業

定置絹

一本釣

 その他

平良漁業協同組合

 金I額

エピ

55第

数量

鮮魚

エビ
勺君

 一方販売面では解禁初期の9月、ユO月の2ヶ月間で年間の約5割近い漁獲・量・

 があるうえに、この頃は気候的に活エピ輸送ができず、しかも需要が少ないため、

 価格がきわめて安く、12月頃の価格と比較すると半値以下の現状であります旦

 そこで、私たちはこの9,10月に漁稚されるイセエビを長期蓄養して、需要の

 多い時期に計画出荷販売したらより〕、上の利益をあけられるのではないかと思い

 たち、漁脇の試験事業として昭和38年8月に水揚されたイセエピユ,300切を

 活魚用箱生費(2・5xユ・5x1・5m=5・6〃〔を;5個使用し下2ケ月間無投餌蓄一
 義し歩留りと価格の関係を調査し.ました。

 しかし、I蓄養開始当初は毎日のように蜷死が続き、なぜこのように死ぬのか放
 養量が多いのか、採捕時の取扱いが悪いのか、よく原因がわからず不安でありま

 したが、従来の短期蓄養の勘たけて蓄養を続けました。

 そして・その歩留りはワ5第と最悪の状態を示しましたが・8月に弊売するより
 佃当り85円高値・て生産者に支払いできてまずまずの成績でし本。



水揚高単価月一別変動図

 39年は、.蓄養事業を続けるかどうか迷いましたが、心を決し、3.8年の無投

 餌2ケ月間の経験を参考に.、ます生費を増加することを考えました。
 しかし、利益がてるかどうかわからないの.で、・施設費を軽減するために漁船の廃

 船による利用を考え、8ηデ位.の廃船主簑を加えて、9、ユO月に水揚したイセエ

 ビ2,80Q佃を蓄養し、餌を与ネながら十分エビの生態を観察することに一一しまし
 た目当初は割合良好でありましたが、廃船による生蟹は潮替リが悪いうえに一族養

 量が多かった㌧め(当時政義.量ユ〆当.り75切)一日に2一一5切の蜷死をだ'すよう

 なことがありました。しかし、.結果は80第歩留りで餌料代その他を差引き、生

 産者に9月、10月の販売価格'よりk9一当P平均ユ50円高で支払いでき.ました。

 私どもはこの2回の試験により、一イセエビを蓄養した場合、放薔尾数、一投餌・量一

 の違いによって歩留りや成長生こ大.きな変化があるこ.とを体験し一ました。=



 そしてこの体験を生かし、さらに事業規模を拡大することに自信を得ましたので

 40年度の沿岸漁業構造改善事業にとりあけてもらってイセエビ蓄養施設を増設

 し、蓄養事業を一層充実推進することになりました。そして、今後は管理技術を

 さらに検討究明し、最大の効果をあげるよう精進`しなければならないと思います
 が、この機会に、目下突施中の蓄養事業や試験の概要を発表し、御批判、御指導

 をお受けしたいと思います。

 ます地先海面の環境について述べますと、水温の月別変動は平均水温では2月

 に最低を示し8月に最高を示しております。また年間の最低水温は2月の15.18

 ℃で、最高は8月の28.7℃となっており、海水、.ま外洋に面しているため何時も
 ・清澄で潮替りもきわめて良好であります旦

 水温の月別変動図

 最高・最低。平均

 /、蓄養施設

 イセエビの蓄養方法はいろいろあるようですが、私たちは自分の地先海洋環

 境条件と人一江の関係を孝之て箱生費による方法を採用しました日
 箱主賓の構造は・長さ4m、巾2m、高さ1.5mの木枠ユOcm角材を組立て

 ビニー〃菱型金網(ユO#～a8γ1)を側∫面と底面に張り、海水の流通を1



 蓄賛I生'貿団

 長さ一

中

4m

2m.

 高さユ.5皿i12m'

放養数.撮300切

生策設置図

 良くし、上面だけ板張りで中央に約ユm角の天蓋2枚を取付けました。そして、

 この箱主賓5個を約6mの間隔でボリローフ'ユ6m/mでつたぎ、潮流水にそって
 設置し幹縄の両端を錨で固定しました。これをユセツトとして2セーツH乍り、平
 常は潮の流通のよい港外に置.きますが、台風荒天時には港内に移動するようにし
 ています。

 さらに、蓄養比較試験の施設は容積ユm'とし、大中小選別区は金網箱生費3個
 投餌無投餌区は金網箱生費の底面に板張りした生費'2個一夫施設しました。



 2、政義重

 イセエビの蓄養では放養密度が高い程大きな歩減りがおこりますが、投餌量
 の多少に括らずこの現像がみられます巳'39年県一の水産試験場では、比較試険
 の結果ユ,ガ当り20切前後が適正放養母であるとしていますので、私たち1手事
 業の運営上から出荷時の.選別と共喰い.の防止を考慮して大。中・.小にわけてユ
 〃グ当り25切ユ箱300句を放養しています。

 3、投餌

 イセエビは一般に短期間(ユO日以内)の蓄費の場合餌を与えたいでそのま

 ま放一義しているようですが、私たちは3ケ月から4ケ月の菩雅を行なう必要か
 ら、商品としての価値をそのま㌧維持し、さらに歩減りをI最少限度にするには

 どの程度の餌を与えたら良いかを明確にする必要にせまられましたヨたまたま

 県水産試験場の報告書によれば、一日の投餌量はイセエビの総重=旺の2～2.5

 %が最も良好であるとしていましたので、私たちもその基準を採用しました。
 そして、旋網で漁獲されたアジを値段が安いときI購入して冷蔵し、2ツ～3ツ

 切りか小さいものはそのま」で、ユ=日・1一回午后4時から5時にかけてエピの状I
 態を良く観察しながら与えますが、前日の残飯が見られたら販除き、残飯の腐
 敗によって蜷死がないよう十分注意して投餌しました。

 4、蓄養結果・

 その結果は歩留り95第と良好な成績をおさめることが出来一、評価ぽ下記の
 とおりです。

十

     種苗代内訳

     種別買取数量単価金額     ←、扱高∵月㌧一'`     上エビユ,085切650甲704,990円
     ■一一■

     …;;l1二111∴ポ…二十一三÷一1+」㌣∴葦{1一仁'十'一一一一一一・・1.圭11311++1:1:::一
     合計上エピ3享0542619,70b

     大エビ858・458一,ユワ5

     総計3,9ユ23077,875
 註数量gを四捨五入、上大別5009以上大エピ。

一5



        '`一一一一

        ・其の佃の経費金額1■備考'一
        .I1一一

        円47,674一船運賃一ユ佃当り6円
        販売.運賃汽車運賃I・"1ユ6円

        一一

        販売旦←800ユ個40円ユ45個
        餌料代金一ユエ9,3一フ5所要餌料5,547切平均単価21円一一一一一一一
        解料冷凍費ユ6,500

        一■一』一一一'一■一一一1一一'.山一■一

        一.一

 
       
'

        ヒ80,OOO2入×ユ0,OOO円×4ケ月        ■一■'''■一一一一一一一L一一一=I■一'一'一'

        5,454信用漁連普通預金一日歩8厘
        『一一一

        雑'一費1坦些」塗料代金その他■
        逆理外ユエ7,OOO■一'一■780,OOO円6年定額法.

        計1.42工,803さ  
       

・i・

 支出合計。,。ワ・ワ,。。。円…ユ,…円=・,…,・ワ・円
収入内訳一

月別販売表

        ■数量,1平均単価金頃1量高単晒最低単価主な販売先
        ドユ。月369切1.3ユO円483.390ト。。。。円寸乗

        ユ.350749250コ.£OO1.200福岡絶熊本
        ■一'        '1一十一一ユ1月55512月1.8ユ0ユ月ユ日。。。一計ユ.ユOO■1ユ.991」⊃OOユ.500ワOO福岡、熊本、阿久根        1.2501竺竺」1.500800〃

        一一'一

        3667.ユ200,一4,389-890        ■■_⊥._ _⊥_

 差引利益4,38.9,SgO円一3,499,678円=890,2ユ2円也
 資本投下利益率一ユエ4第

 また一方、蓄養販売することにより水揚当時販売する市場価格との差、すな

 わち生産者の所得増大はユ・統当り28,800円で蓄養販売することがいかに有
 利であるかrわかります。

 生産者の所得増大

       1月別水揚数量蓄養買壷単価一当時販売単価       !・」・・…佃650円435円差等笥所得差額3ユ3,OOO円
       ■一一

       一ユO月.一987800685ユエ5ユエ3,500

       丁ユ■111,・。・ユ,0508ユO24025ユ,200
       一一一■一一■

       ユ2月42室ユ,ユ00ユ,OOσ・ユOO
       一'       合計3,9ユ2ヨ..1.1'.一42,200一一__1川舳一

       I■'一■一一†0一一†



 このような蓄養販売により漁民の生産意欲が高まったことはもちろん、島内

 各地の漁民のエビが1075切(30完)も集荷されたこともみのがせない効

 果とい生ること七はないでしよ1カ∵また・隣、棲の漁協でも同じような蓄養が
 計画されるようになりました。

 5、蓄養比較試.験

 以上のような事業と併行して行なった蓄養比較試験の目的は今までのような

 勘のみにたよる蓄控管理の方法・から脱却して科学的左資料に基づく管理方式屯
 確立することにあります。

 40年度はテーマとして..
 (1)イセエビの選別による効果はどうであるか

 (a投餌するものと無投餌との差はどうであるか

 (3)長期蓄養を行なった場合、商品としての価値を維持できるか

 の3点をとりあげ試験を行なってみました日従来、鹿児島県の業者間ではイセ

 エビ蓄養に際しては、無投餌の方が脱皮とそれに基つ'く蜷死が少なく却って歩

 '留り成績がよいといわれておりますので、あえて無投餌と投餌の場・合の差をみ

 !ることにしたわけです。

 (1)イセエビの選別による歩留率と成長・の変化を見るために試、験区を3つに

 分け1・ゾ当りそ一れそ一れ20。一ワを放養し

 小型区は1009～3009の群を92尾

 中型区1は3009～5009の群を48尾

 大型区は5009～ユ5009の群を32尾としました旦

 (a投餌区と無投瞑区との比較試験はユが当り25切を放養し、いずれも無

 選別に投餌区は72尾

 無投餌区は8ユ尾を収容し.ました口

 6、蓄養比較試験の結果

 (ユ)大、中、小選別による効果比較試.段

 イ、尾数の歩留りでは大型区が最も良く次いで中型区、小一型区の11買で収容尾

 数の多い程1歩留りが悪いようです。これは脱皮とも関連があるように思わ

 れます。

 口、総重量の歩留りでは、2ケ月目では大、小、中の順で、大と中では6第

 位の差がみられたが、最終時の.4ケ月目では逆に小、申、大の順となつて

 小と大とは4第の差となっています。いずれもユ○O完内外の歩留りを示・

 して3.9年の無選別収容の80索歩留りに.くらぺるとはるかに良い結果と
 なっています日

 ハ、投餌率は始め予定通り2～2.5第であったが、後半].。5～2実とや㌧低

 くなっております旦

 二、平均個体重は・1・、中一型区ではいずれも10～20gの増重がみられまし
 たが、大型区では3ケ月目にユ3g減少しています。これは.最大個体



 (1.4此g、の蜷死によるものと思われます。

 以上のように選別蓄養によってかたり高率の歩留?をあげられることが確認
 菩れまkれさ.らに・出荷時の注文平揚げの作率が能率化されたこともみの
 一がせだい効果の十つで一ある1カ・・と亭.ヅす1、

 二律)投餌、一一無投餌による此破試験
 イ、尾数券壷りでは、投餌区は殆んどユ。o采に近いのに対して、無投餌区
 ではユケ月目では96.3実とあまり大きな差はみられませんが、長期にな

 ると次第にその季が大きく乍って秘.の・ヶ、月目では・ユ第の差となって
 おります。

 口、総重量の歩留り'ではその差は更に大きくなってあらわれています。すな
 わち、投餌区では次第に増加して3ケ月目にはユO.9-6,実となつ二⊂いるの
 に対して・無投餌区では73・6実となつ.てい.二ます。
 ハ、投餌率は1.9%から1.7第と後半低くなってい.る。一
 二、平均体重は投.餌区で次第に増加しているgがみられます.が無投・餌区では
 殆んど変らず.、一帯重量テこおいてみられるようた大きな変化はないようであ
 1ますバのこ千1ザ・千の行叶明のもの舛喰いされた用で1まない
 かと思われますロ

 ポ、3ケ月にわたる蓄費試験の経済効果をみますと、ます投餌区と無投餌区
 'の.総重量差9句。

 平均販売価格的当ユ・2.OO円とすると販売価碕の差額ユ0・弓OO円・これ
 に対して投餌区の所要餌料は約43句・牢?て餌料代は約900円で・管
 理費、施設の償却費、その他を若干差引いても、当初25切放養で粗利益

 7.OOO円位の収益差が見込まれま.す。
 この値を、=そのま㌧4d年度事業にあ.セぽめてみ事。すと.、そ。の差は実にユOO
 万I円に。も達し、長期蓄養に際しては投.餌は必要不可決で.あって、その餌料代
 走るやまことに微々たるものであることがわかりました旦

 (3)商品価値の維持にづいて'
 4ヶ月間の蓄養では商品としての価価にかわりはみられませんが、・たf採

 捕当時と変ってくることは・色が小々青黒く変色ρ兆候がみ。られるだけで.試
 食の結果はぜんぜん味も'変らないようでし。た旦

 'なお、一投餌区による歩留b一が尾数、総重量ともと畢良の効果をあ、らわして
 いる.こ=とは、蓄養施設一の生'賢一の底面を投餌区で板張りにしている関係から、

 摂餌率に違いがあったのではないかと思われま.すか.ら今後の研究課題にした
 ・いと思います.。

 、このような試験の結果から;今後の事業に際しまレては少な1くとも大、中、小
 の選別と、.毎日一の投・餌=だけは必らず実行していきたいと考えております。

一8



大中小選別比瞳試股結果 .凡例

大型区
中型区
 一・型区足数歩留率

総量丑歩留率

 投餌率の変化

 平均体重の変化



 投餌。無投餌による比較試験

尺例

摂餌正
黒技餌直

尾数歩留率

総重量歩留率

 投解率の変化

 平均体重の変化



総括

 私たち.はイ、セェピの蓄養事業を行たうことにより計画出荷販売と一魚価の向上に
 今までにない成績をあげ一るようになりましたが、、まだまだ満足すべき休態ではあ
 りませんので、体長制限の厳守、一走区域の禁漁、投石による漁場造成等による

 イセ.エビ資源維持のための対策、離島という不便た位置での各地市場一席'鞭の蒐集
 航空輸送による販売・また特産土亭品としての加工販売の方策等今後に残された
 問題点の究明に務めてなお一層の成果を収め漁家経済の安定と漁業の振興に寄与
 したいと.思、います。

蓄善比較試験結果

      試験種別小型区中型区大型区

      蓄養期間9,2～1,5ユ26日〃〃∵投餌区〃←j日
      試験開始時尾数975332728ユ

      減尾数ユ7731ユ8

      死体確認数3530一■一ユIO       '一一■ユ

      行方・不明.数ユ42Oユ8
      十

      試験終了時尾数804629716ろ

      試汝開始時総醜佃20.00痛丁・…25.OO25.OO
      試験終了時総重量kg20-4020.1019.60…エツ
      試験開始時平均体重9206377625…一二.

      436.9675.8385.9304

      ''■'一一      試険終了時平均体重9255裏投餌量,十、、。O
      最大個体重開始㍉L322ユ,ユ30.I一一

      終了只一370

 ÷㌻千r

2500

 裏エツ
 ー二..

 〃(重量)実1ユ02・OユOO・598・Oユ09・673・6.;
'11一



 にじますの裸一卵

大口養魚.場

概要

 にじ一ますの.人工授精は古くより一般に行なわれて;いた湿導法及び乾轟法によつ
 ≠行なわれてきたが、従来良い方法とされていた乾導法でさえも時として受精率
 が悪いため昭和30年頃長野県水産指塙所で親魚?体症液と等調の.Pinger's
 So!utionで採卵した卵を洗樵するようになってから受精率は高くなり常に高率
 の受精卵を得るようになった。

 また他の採卵技術や親魚管理の面でも年々進歩している現状である。

 こ㌧に当塊で実施している採卵のあらましについて紹介し、参考に供します。

 /、親魚の管理一'・一=パー'
 親魚を飼育していく上に最も重要なことは親魚の栄養管理即ち与える解料と

 言える』

 一にしますの生殖巣は普通7月下旬頃{I・り気速に発達を始め1ユ月～3月までに

 成熟する。従って7月頃から親魚の.再、1斗には特別の配意が必要で特にビタミン

 類の不足は卵質に影響を与えるためこの期には餌料(ユ巳介乾燥丑〕に対して
 ユ～2実のビタミン混合剤を添加している旦

 以前は親にはイサザ(アミ類)を与えなければ良い卵はとれ狂いと言われてい
 て卵の赤色もこれに由来していた。

 しかし最近では卵の色i=ま問題ではたくビタミンの関係とされている。また現状

 では肥料についても問題点が残っているようてす旦

 (ユ)親魚の雌雄の見分け方
 普通にしますは満2年から採卵できるようになり5年生位.まで採卵します。

 2年生では成熟しないものきあり3年生から殆んど採卵でき李。.
 介。
 ○寸
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 、一入
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箏)
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 ＼心
 ギρ

 ⑤口は大きく吻端が延びて湾曲する。⑤口はやい」・さく湾曲することはカ=
 歯が強大となる。

 ①体色・は鮮明、産卵期には黒色を増
 す口粘液多く、筋肉は硬い。

 ◎体は扁平で背部幾分陰.起腹部硬く
 圧すると瀞液を出す。

 い。歯は小さく頭部は円すい形旦

 ⑩体色は鮮彩でなく、粘液少なく、

 筋肉は軟ふい。

 @体は丸味を帯び腹部はふくれ軟か
 い。

 ■..ユ員二



 (2)熟度の選別回数

 成熟は個体によって差を生し1ユ月～3月に及ぶため一時に採卵をfτ牟う
 ことは不可能で選別.によって熟したものから1一国次採卵していく旦

 に1二ますでは卵が成熟して2週間は受精能力にあまり関係がみられない.が2
 週間を過ぎると体内で過熟となつて受精髭カを失う。こ'のためユ週間にユ度
 の割で全一母体を選別して採卵可能魚を選び出し。て人工.受精を行なっている。
 嚇親魚取扱い上の注意事項、

 産卵期が近づき卵巣が発達してきたらその取扱いについては細心の注意

 が必要とたる。特に次のようなことは絶対にさけるべきてある。

 ⑤タモ網等で一度に多くの.魚をすくわない自体に衝げきの加わらない程

 .度で5尾以内が適当自

 ㊦親魚を手で握る場合ヒ選別等)は腹部を強く圧することは絶対にさけ
 るぺぎてこ特に卵が出るか出ないかしぽつてみることは採卵の際、出血
 したり.採卵後親魚が姥死する原因となる。

 ⑥熟度選別はでき一るだけ素手で行ない体を軽くなでる程度峠・して腹ヒ1ノ

 から前一部を圧しては良くたい。

 2・人工受弄亭…
 (ユ)等調液!pi㎎G干sSoユuい㎝〕の作り方二

 等調琴は受精操作の洗1條用として長野水指が親魚の体胆液測定の結果得た
M
 一一Nao1を使用している。

6.3

水104

Nacユ90・4g

Kc12.4g

Caa!22・6g

 混合したものを容器1手入れシャワーを用いて洗滴している自
(2).採精

 ♂の精液は受精に際しては卵をしぼってから加えるため直接親の精を卵に

 かけても良いが、精を経済的に使用するため採卵に先行して必要量をあらか
 し1もピーヵ一にしぼり取って保存しこれを卵に適当量づLピペットで加精を

 行なっている。.

 ト÷く,排辛榊
 メ業∴

 ノ,界ちは^μt)バく』側刊〃易含

 宇ト

 一I3一



 .精子は採精液5～ユO℃で等調液中でairを送って保存すれば5日居でも受
 精可能である口

 3、一採卵～受精作業

 (1)親魚の水切.り

 採精、採卵の際親魚の体についている水(特に月工門部)をふき取るための
 作業である。

 これは精液及び卵の中に水が八って受精率を下げないように行なう。

 '水切り台には次のようなものがある二

 榊ソバ人

卜
/外

/ハ

 取りあげた魚をこの中に入れ、手袋又は手にタオル等を持って魚体の特に生
 殖孔のまわりをふきとる昌

 体の粘液をとるほどふかなくてよい。

 この台に入れるとぎもあわて』投げこんだりしないようにていねいに入れる目

 偉)採卵、採精

 採精については前に述べたとおりであるか、精子は尿が混入すると活動が

 にぶることがあるのでビー力一に精子.をしぼり込む前に生.殖孔の部分を圧し
 て斥宇ビーカ一外に捨て㌧からしぽるようにする日一
 採卵の場合、水切りした♀を採卵台(二入で行なう場合手でにぎる)にのせ
 て卵受け網の上にしぼり出す。

 卵は完熟していれば台に乗せたどけて出るので親指と人差指で腹をはさむよ

 うにしてしほり出す。しほる場合の注意は第一に上図の腹ヒ1ノより前部を絶

 対に圧しないことである。もしこれを行えば内臓器官・が圧迫されて親魚が死

 ぬ原因.と.なる。
 卵を完全に出そうとすると親魚が痛むためむりをLてはよくない、

 二入で採卵する場合は一人が頭部を両手で握り採卵する入は左手で親の尾柄

 部をもも右手でしほる。この場合も頭部を持つ人は親魚g腹部を握ってはい
 けない、頭部と背部を持つようにする。・

 しぼり出した卵が良卵であれば卵受けの下の洗面器にあける、そして叉すぐ

一14一



 別の親からしほる。このようにして5～6尾仕分が溜ると洗卵に一移る。

 もし過熟卵が出た場合は、これは受I積しないため廃棄する巳

 劣過熟卵は体内ですでに吸水した状態とな.つていてしほり出した時は受精
 した卵のように弾力性がおる旦また卵の中に白い星状のものが見られたり

 する。

 (3)洗・卵

 数尾分一の卵を入れた容器から卵を洗卵網のうえにあけBingiユ'sSoコ.u一

 はOn一で洗うが、効率よく洗うためシャワーにしてその下で網を動かしたが
 らよく洗う。



 噺洗卵法の効果

 卵をしぼる場合にはどんなに一嘆重を期しても潰卵が出る場合がある。卵が
 潰れるとyoユkの中のグロブリンたん白が中る。このグ白プリンたん白は精
 子の凝集を起して活動できなくする働きがある二また♀の排挫.物も活動を鈍
 らせる原因となるため等調液でよく洗流してしまう。従来乾導法で受精率が

 愚かったのはこのためで・ある目

雅
眼

岬

J4}

 正弗所1舳虹甲グ浦旬ア枚

 (4)受精～検鏡
 洗卵が済んだらPingers液でよく洗った受精盆(洗面器〕に移しユ～2CC
 の精液。をピベツトで加え、等調液で洗った手で卵と精子をかき廻し、中の液を

 スライドグラスにつけて検鏡し精一子の活動が見られれば吸水に移る日もし精子

 示凝集して動かない場一合はまた洗樵して再度受精させる。

 精液の量は1～2万粒に対してユ～2C.Cで充分である。

 ユ滴の精液でユ万粒は受精できる。

(5)吸水

 受精は加精と同時に行なわれるのでかきまわしたら洗面器に水を少し入れて

 加えた精液を洗い流して水を一っぱい入れて直射光線をさけて(うす暗い所が

 良い)静置しておく。大体ユ5分程度一て吸水して卵に1張りが出てくるので収容

 の準備にか㌧.る旦

 蛤注意洗面器等に入れたまL長時間吸水を続けると窒息の恐れがある。
 (6〕収容

 全部の採卵が終ったらふ化盆に適当量づ㌧ピーヵ一等で水と共に入れて大体
 の容量を測っておく昌

 受精卵は受精一して吸水が始まると虚弱となり機械的な衝=げきに対して死ぬ。大

 体この虚弱期は受精日より積算水温でユ80℃位まで(一発眼まで)で.ある。従

 って収容したら発眼までは絶対に動.かさぬことてある。この期のうちでも受精

 后48時間は比較的強いため収容はこの期にけなう。なかでも6日～9日目が

 一ユ6目



 最も弱い目

 卵に眼点がはっきりと見られる時期(発眼期、になれば卵を手でもんで未受精
 卵を白色化させるこれを卵もみと言っている。

 この発眼期以前に出た死卵に水生菌一(Saproユ6gnia)が附着するのを防ぐ.た
 め定期的にマラカイトグリーンで消毒する日

 (7)発育所要日数と水温

 イ、発眼迄の所要積算水温(概略)

 積算水温(C)1 ユ80

 ・ザ十111⊥.∵
 丁1「T-r一T1・・1…1…

 (8)2.化迄の所・要積算水温(Leitritz〕

 水温・iふ化に要する1数(1)1磧真水温(・〕.

一11+一11
一二二十一一一_
ユ・.・1;ユ

 ㌃†、、
 、、.、「■■,、

 一丁二11÷■■
 _」一。._一.一.
1・1・.・

307.0

296.4



 大口養魚場業務概況(12月分〕

大口養魚場

 /、概況

 ユ2月に入り水温も不安定となり各群の成育は遅速となったがふ化室の完成
 と共に採卵作業にとりか㌧った。

 また婿入卵も45万粒が到着してふ化管理を行なっている?
 整備工事は20日にふ化室が完工し、現在侯養地及び浄化沈澱槽池の工事が行
 なわれている。

 。2、ユ2月の飼育概況

 1ユ2月ユ日処分

 1幕{斗告篶点青青、今
 1ξ鳥ヨ[至畑m畑(・・尾/工・1・
 親ま嚇補1.4・・尾

 竺三...⊥…尾

 供㌻魚.㌻明減耗.幾数1
 一一一r』_____一

 、。。尾1ユ。,。、。尾園石弄

 L親ごいい・・尾
 !雄一ごい,卿⊃尾1・

 1ご一ズ詞

 2.。1÷。。3.。切
 O02。。6尾

 .一一一一;一一一'I「'一一■一一一。。。。一

ρ!0
 凹■T一一一'一
〇!8450
一,

 ユ88尾

 一丁ユ手1
1粒一
140046乞!

 3、給餌の概要

 ユ2月の給餌状況

       .餌㌃一・…即、警稚ます1食用ます親

       ユ92句ます■'一一'『15.O佃一一■■'IIユ2.5一■一■       256       魚粉一;;用配合粉末「,卜麦粉1■一一1'干あみユ92ユ2.5       _1一5.O
       マス用配合κ3651!1       一一

       〃舳仁ユ23一'一
       〃κ5一18.Oユ5.O
       一一一一ユー一一

       ピ〉ミン混合一一O.9

       マツカラム塩一一O.9    
   

一

       フィードオイル一6、ワ1O,83.3

 一ユ8一



 4、種苗配付状況

 (ユ、にじます稚.無

   月.日1氏名尾数.   'ユ214島田国生3・O00,い良芸隼人暮松刀÷鹿^鷺

   一1■'「Tキ羊11;1篶正.呈十一1デ音ミユllll11大口市下」場…ト十一'一一⊥
 (2)こい稚魚

重村繁雄外15.3501薩摩郡宮之城町 1河川放流'
」____!

 5、にじます卵の管理

 (⊃移入卵(発眼卵)

産地

収容力

卵 汀一
到着時死卵

 滋賀県醒井⊥.亘互生三.≒..1
 ユ2月ユエ日

 1・万粒一ユ0-
5,264粒

 壬生.….モ弓..i
 一・費し一.一.1

36,404茉立

 (2〕自家採卵

 !讐生身空上二採卵数1予眼予定日L備考
 11・川11・`・・ρ・・江11;冒仁
 1・月・・日11・・下万リ月・1日
 栄採卵数は発眼してから正確に算出する。採卵、受精から発眼までの間は
 卵が振一動に対して弱いため行なわれない。

 6、今月の一動き

 (ユ〕活魚運搬及び現地指導～稚ます、稚ごい運搬で5回行なった。

 行先隼人、鹿児.島市内、富之城、薩摩田丁、水俣。

 (aユ2月17日内水面養殖漁協理・事会出席。

 (3)12月13日養魚指導～出水市

 マス、アユについて現地で造地法その他について挿導。

 一ユ9一



 7、12月の水温変化(定点用水路〕

 月の最高水温13.4℃

 月の最低水温4.2℃



 漁場観測速報(1月分、

養殖部

 I句別平均水温

      里水成川一一■I一一丁一一】一一.一一'一^一一一'■'I福・山
      高1最低最高1最低最高・最低

      中'ユ6,9ユ5.9ユ。、1、。、ユウ、TT;;一一ユ・・十・・ρl!二111寸11ξ、      ≡,---.下16.ユユ5.2      一一

      月平均.ユ6.30ユ5.67
      仁一一一.'一一一一.L一一'

      前月差一      1一_一3,961-2.74」一2・331一ユ・??.
      :前年差.`一ユ.ユ4=一〇一8ユ.十0,261-O.33一i一=
 ○里村の1月平均水温はユ6.30～ユ5.67℃を示し、前月と比較して3～

 4℃も低く、これを前年同期に比較すると、昨年同期の最高水温17,4℃よ

 りもユ。ユ4℃低く、最低てはユ6.2℃でO.8ユC低くなっている。

 ○水成川のユ月平均水温はユ7.2ユ～ユ5-8-7℃で、前年同期に比較すると

 昨年の1段高水温ユ6.9℃よりも0-26℃高く.また最低水温ユ6.2℃よりも

 O-33℃低くなっている。

 なお、前月は観測に手違いがあったので、前月との比一較はできない。

 ○福山の1月平均水温は16.85℃～ユ6.52℃を示し、前月と比較して2

 ℃前舌低くなっている。

 ○長崎海洋気象台のユ月中句の西日本海況旬報によると、東シナ海中部、大

 陸沿岸及び九州の近海は1～2℃高く、また南西諸.島附近の黒潮流域も高目

 が続いている。なお、今後も一時的な冷え込みがあっても全体に高目が続く

 見込みとのことてある。

 ]I漁況

 /、里村

 総漁獲量はユO・295佃で、これを魚種別にみると、瀬魚が弓ユ85κgで
 全体の約80完を占め、次いでイセエビが555切で5.4名、キビナ]'が

 390切で3.7男となっている。

 また、これを前月と比較してみると、総漁獲量では殆んど大差がないが、

 魚種別には前月と同様に瀬魚、イ{エビ、キビナゴI等が首位を占め、瀬魚が

 2,600切の増獲となっているが、イセエビがユ'285切、キビナコIが800
 切の滅獲となっている自

 一2ユー



           一一一'■一'■

           句別上中下漁獲
           ■■

           魚.種有為延出漁一漁獲量有為延出漁漁獲量有為延出漁・           日数船数日数.船数日数船数一1=漁雅量月計一
           一一一

           瀬魚2ユ2ユ0581533670,ユO2104,410亀ユ管
           「

           イセエビ3ユ61654841959179ユ95555
           一一■一

           キビナゴ.ユ一7225ユ3165390
           I■一一一

           τ力土Lユユ56ユ06ユ65ユユユ5ユ95           1ユ150■rユ、。
           ⊥

           LT一一■一■           /1ト」L           タマミユユ05丁「■''15
           一一

           」ザ十十344700i700
           _辻」_ユ・1…802ユ=3874,730・・1・・』ユOβ95

 。2、水成川

 総漁獲拉は2,3`9畑で一、魚種別にはキビナコ.が8ワO的で全体の36・8弟
 を占め、一次いてシビが526たgで2亭2第、一瀬魚が436切でユ8.4実となつ

旬別1上

         無趣行漁i日数1延出漁漁圭遡=有為延出漁         船数日数船数漁司子嚢竿計         .三工.71ユ66ユO492608引
         一■一I

         瀬魚5ユ2ユ4ワ6ユ6249334043i

         キハター_一7斗」…521
         イ七エビ仁1          一14ユOO■210241O          ■一一_⊥…」
         一タイ3647

         下オ14453ユ01         ユ斗11ユ「二、1282691         1

         ニサ斗11ユ          「I一51」一一I'一
         .タ]1          一ユ202         へ夕2228÷⊥」2.一
         カレイ1ユエ8

         一ユ1

         一1÷ニエー275551          '

         11ユ・L;
         計12352↓029ユ。136■62?119         一59ワ03         一艶旦

1;斗
436

526

ユ20

ユ00

'1
_型

型

 ÷⊥」:
1
一
;

3.Lρ
 ・書L型鋼

一22'



 ている。

 これを前月と比較してみると、総漁獲貴で86ユ切の増碓とたっており、魚
 種.別には、前月まで殆んど水揚げがなかったキビナゴ.が1月になって漁。唾され
 ている他、瀬魚は前月と殆んど変ら・す、キハダふ約500切の増獲となってい
 る。

 定一置観測(ユ月分)

益殖部

 ○句別平均水温・比重(満潮時)

     水.二温

     句←本年。、1前前句差1同期
     上15.54一ユ.53一1.1

     中Hユ、丁、、、、、下…ユ、、。一。、、に。、
     し,平均1ユ558一2.ユO」一1-O・6ユ1-0・49一一27・08≡十ユ・08'・・1・≡・一 しj均i些・1一・1・1一・・1」…I・…!土・1士一
 ○水温

 低水温期となりユ5～ユ6℃台を示し、上句は平年より約ユ℃低く、中旬に

 上昇して平年並みとなり下句に再ひ'平年よりO.ぺC低目の変動を示した。

 月平均水温でみると15.6℃でユ2月より2℃低下し、平年よりO-5℃低目を

 示した。

 ○比重

 26～27の安定した高かん状態が続き、平年値よりも高目を示した。月平

 均比重は27で、前月より1。ユ高く、平年よりO・7高目を示した。
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 1月の水温,比重

水温

平年

本年

比重



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 ☆奄美短信☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★'☆☆☆☆

 奄美大島のテ1ノビ離.惑.
 70有余のオパアさんが、テ1ノビにでる歌手、映画俳優、女優の顔、名前も

 覚えたが、平沢和重さん、山田亮三さんのお話しが判り易いと.言うあである。
 このオパアさんは片仮名は知っているが文盲に近い。
 ベトナ1ム、米、中、ソのこと、月軟着陸のこと。国・内では物価上昇、不況、

 国会の大入走ちg論争、内地農村の暮し。近くは全日空機の遭難など、既に今
 .年日本(世界?)の重大ニュースの特種を視聴して十代の子供までその変転、
 驚異、悲しみを語り、味わっている。
 むつかしい話でも、うまく、やさしく茶の間でくつろぎながら聞いたりして

 いるうちには色々覚える。物判りも良くなろう。古く耳学問というが「百聞は
 一見に如かず」老若男女を問わすテレビにはまた「視せる強み」がある。新聞
 雑誌にはそんな術はない。

 世に有害文書追放、わいせつ文書販売罪、映倫など色々規制はあるが・なか

 なか消えそうもない。同じくテ1ノビ倫理綱領などうたわれてもテレビの低劣化
 ぽ失くならない。尤も視聴老によっては、低俗ではない、肩こりがほぐれてよ
 ろしいという5けとり方の相運Iもあったりするので、果して概琢.に堪えないほ

 どのものか、どうか、半1」足しがたい。

 むしろテ1ノビには、世相の一断面、泣き、笑い、怒り、少しほかりのふう刺、

 卑狸が映される。教育テ1ノビではないが、何か学ぶものがありそ5た気がする。
 つまり良いことも、悪いことも並へだて』テレビ視聴覚教育の場と思えば良い。

 気にするほどのことはないと思われるがどうであろうか。(成人の立場からで
 もあるまい口)

 今.「不安と期待」のこの現世で、全くの「ツン声桟敷」に放りだされること
 ほどさく漢だ声ものはなかろう。
 「いつ・どこで、どんなことが起ったか」まづ早く知ることである。

 「N・H.K=ユース」「=ユースの焦点」「天気予報」など最も興味深く、
 有難い。離島にあって特にこの麿が深い。更にカヲーテ1ノビを期待するもので

 ある。

 サンデー毎・日の、テレビに対する批判100人集を見た。

 低俗である。CMが多すぎる。一方に偏している。また「私は、視聴しないこ

 とにしている」作家もおられた。

 さて、テ1ノピN.H.K一本建の奄美大島ではどうか。テレビ視聴4～5年、

 テレビ放送という知識産業の普及、浸透・とあつ'て、有難く、面白く視聴中であ
 る。今の処「テレビ批判」の以前でもあろうか。私はそう考えてい.る。

 (尾崎、
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 ■漁村のことわざ(その7)

北山易実

 親方と手もとは強かとでなかや

 手もとは塞、親方は船主や網元で、親方と望は強いのに限るという意味であ
 る。漁業は今日獲れても明日は皆無ということがあるの、で二水ものと.いわれ・てい
 る。もし不漁が2年.も3年も続くと資産の少ない親方は元も子もなくなづて破
 産するこ.とになる旦従って親方は不漁が続いてもピク.と...もし辛いほどの資産家
 でなけれはならたい口

 笛は指先で曲るような腰の弱いのは使いやのにたらす食べられ一、ない。
 漁業の親方は少々の.不漁にはピクともし左いような資産家、繁は指先で曲らな
 ゼ丈夫なものでたけれ手まならない昌そのような強い一親方を選べと網!子たちに教
 えた句でIある。

 .二牟合船は鋸を握つか}
 模倉船というのは共同出資の船である.自このような船は出資した入はそれそ

 れ出資額に応し走持分、権利がある。そのため出漁の時など東方に行くか、西

 方が良い.とか璋論まち.まちで遂には船頭多くして陸に上るか喧嘩別れになり、
 班I体を切って分.けなければならない日そのため横合船を作るときは.最初から鋸

 .を握って苧れという郷竿共同経営の蝉かし亭をいったのである。
 今沿岸.苧1業構造改善事業で1;l1業のl11同化・協合化が叫ばれている人共同船
 はこの上うに難かしいものたと昔からいわれている。

 'ようか('8日)よかろ、ここのか一(9日)こけおれ、ユO日泊れ

 これは本誌ユ02号(39年ユエ月)漁村小噺に書いたので重複するが、最

 近釣をたのしむ人が多くなった。鹿児島湾は絶好の釣場で日曜一ともなると貸船
 は引張だこ、数日前から予約しなくては船がないほとで、南薩の坊之津や野間
 半島方面は関西、北九州からはるぱる・釣に来るマイカ一族もある目

 高価な釣具を用意㌧て今日こそは大物をと張切って行くのであるが、1日中
 或いは1晩中頑張ってやっと小魚が2,3尾、悪く守るとユ屋も釣れたいこと
 がある凸三れは潮時を考えないで、海に行けばいつでも釣れるものと思うから
 である旦

 古老に魚釣はいつ力…良いかと聞くと「ようか(8日)よかろ、ここのか(9
 日)こけおれ、10日泊れ」という。旧暦の8日はまずよい、9日は8白より

 もよく、ユO日は最良日であるから泊りかけて行けということで、古老たちが
 長年の体験から編みだした句であろう日

 団子がみかみ日和を待つちよれ

 かみかみは物をかむで食べながらということである。

 かつお船は港を出てから魚群を追っかけて15日付で帰港するが、漁運の悪い
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 ときは20日以上か』二ることがある。・そのようなとき「釣れたいものは焦って
 も釣れない、落着いて団子を食べながら日和を待て」というのである。

 ところで団子をなぜ食べよというのか、これは甲子はある程度保存にたえるの
 で間食用として、また、船上では甘一味が欲しくなるので出漁のときは大体甘い

 ものを持って行く。

 昔のかつお船の人は熱い飯の上に黒砂糖をのせてかきまぜたがら食べるのを何

 より楽しみにしていたという。

 こって牛や死んでも前ん田は荒れん

 こって牛は雄牛(特牛〕であるが、肥った強そうな牛を言う場合もある。
 娃家では耕作用}…牛を飼一)ている自この牛が田畑の耕帰から農具、収穫物の運
 搬、或いはフンを堆.肥にするなど農業経営の主動力をつとめているのである。

 もしご'の牛が死んだとしたらモの農家は耕作に困り忽ち田畑は'荒れはて.雑草が
 はびこるはすであるが、世の中はよくしたもので後年を買う金がなくても近所

 の牛の応援・を求めたり、或いは家族総出で今までの倍も精出して働くなどて牛

 が死んでも後は結構やっていく、決して田畑は荒れさせないという意味である旦
 こ㌧でいうこって牛は単に牛という意味ではなく、一家の大黒・柱つまり主.を意

 味している。家主が急死して主婦と子供。だけが残ると田畑は荒れ放題、家計も

 苦しくなるはずてあるがその心配は無用、後はそれぞれ一親父が在世中よりもは

 けんて作物も良くできる。

 これは農家だけでなく漁家にもその他の家庭にもあてはまる句で、家長が亡

 くなっても心配はいらたい、悲欺にくれすに精出せという意味で、阿関利死ん

 でも事欠牟ず、と同しである旦

 用務の都合でこの辺で禍筆します。ながい間拙稿にたえず激励をいたfいた諸
 賢に対し心から感謝いたします。また、機会を得て書かせていた一fきます。

(鹿児.島県漁業公社専務取締役)
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 ☆★☆☆☆☆☆☆☆一☆☆☆☆'☆☆☆

 ☆業務概況☆
 ☆☆☆缶★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

 §I本場分
 ○調査部

粥試験報告書作成'
 本年度実施の固型人工餌料によるハマIチ萱成試験はユー2月に終了、其の後

 資料整理取纏め中のところ2月中旬印刷一、製本完了一。'

*陸上養魚場設置指導
 口ヶツト発射基地として一躍有名となった内之浦に12月国民宿舎.が完工

 し、これに伴う観光を兼ねた陸上養魚池の造成二が計画'さ・れ、それの設計、検

 討方の要請が町役場からあったのて・現地に出向き一調査資料作成提供。
(担当者畠山国雄,九万田一己)

嚇水産試験場指定試験研究会出席一
 水産庁主催昭和4ユ年標記会議に当場40年度ハマチ益成試験(人.工餌料)

 結果発表を兼ね担当者2名出席。一

 (出席者一九万田一己,荒牧孝行〕

 兜タイ黒色化防止試験予備実験
 来年度実施予定の標記試験の予備実喰として牛根着殖場で飼育中のチダイ

 の色.素描出方法についての化学分析実r食を2月24日'から開始。

(担当者上田忠男,弟子丸修)

 ぎ言蓄養業についての現地検討会
 2月28日～3月2日まで1東町、長島町に・おいて、両町漁協の本年度の事

 業実施結果及び4ユ年度の事業計画の一検討並びに.指導の為担当者現地に出張。

(担当者上田忠男,荒牧孝行)

養殖部

 アワビ幼生室内飼育

 去る11月15日,ユ2月3日,ユ2月8日あ3回の産卵誘発試験によっ
 て得られた幼生を引続き室内の塩ビやガラス水槽で飼育をけなっているが、

 餌料としては海面でプ1ノートに硅藻を着生させたものや天然の石を取替えて

 やり、更に発育のす㌧んだものにはユ月26日からワカメやハパノリを与え

 ている。既に大きいものは殻長8m/m(2月28日現在〕に成長し、餌料
 植類によって殻の色に特色が現われてきている。又、幼生の減耗が甚だしく

 2月28日に計一致されたものユエ.月ユ5日分で150個,ユ2月3日分3個

 ユ2月8日分ユlOOO個(推定)となってきている。

(担当者山口昭宣,椎原久幸)
 フジツボ調査
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 2月ユ日,ユ5・日、福山、竜ケ水でユ,2,4,6mの着生状況、稚貝の

 測定を行なった。

 (担当者前田耕作,山口昭宣,棉1原久幸、

 *ノリ培養実験
 室内採苗した6種のノリの幼芽について、その生育適温を知る予備実験を

 行なった。水温は23℃,工7℃,ユO℃,3℃の4区分である。

 20日間の培養結果で1ヰ■、ワ℃区が6種とも生長よく・次いで10℃区であ
 った。23℃区は3℃区より生長はみられるが、葉体が異鴬になるか、枯死

 するものもある目3℃区は葉体に異常はみとめられないが、・抑制されたかっ

 こうで、実験開始時より僅かに生長しているといった状態である。

(担当者新村巌)

 藷糸状体の果胞子付け
 鹿児.島湾内で本年生産のあがった垂水漁場のノリを2月23日に、喜入、

 谷山産ノリを2月28日に果胞子付けした。

 ユ月3ユ日には台湾、大里摩イワノリ(ツクシアマノリ?)を果胞子付け
 した.(担当者新村巌〕

 ○製造部

 事旨くん靱室性能試験
 新設くん勤室の性能試運転を行ない、くん煙発煙量及ぴ室内温度分布と燃

 焼持続時間、冷蔵庫冷風送一風時の温度変化等一につき調査し、略理論値との一

 致をみた。(担当者藤田薫外)

 噺さぱくん鯉製造試離

 くん理室の性能試運転を兼ねてさぱくん製品を冷くん法により試作し、商

 品的形態、調味嗜好等につき検討した。(担当者木下耕之進外)

 言一ξ蒲・鉾保蔵試験
 省令改正に伴い、従来使用されていた7ラスキンの使用が禁止され新たに

 AF2が認められたので・AF2・ソルビン酸並びにカルシー添加の効果を
 板蒲鉾につき試段した。(担当者是枝登外)

 ○漁業部

快照市丸

 2月1日～9日漁海況海洋観測

 (担当者竹下克一〕

 紫かもめ
 ユ月28日帰港(第5次底刺一紀漁業試験)

(担当者川上市正)

 2月ユ4日～23日底刺網漁業試験(第6次)

 (担当者岩倉栄〕

 2月25日上・架
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 §大島分場分
 ○庶務係

 栄2月ユ日  東水大新野教授来場。

 ○漁業係

 嚇一カツオ漁況資料整理
 栄40年度餌料の採捕量、漁場及びカツオ漁場、漁獲量等を整理口

 ○製造係

栄加工器具整備
 !、おキリンサイ粕漬加工試験

 ○・養殖係
 ・欝マベ稚貝育成試験
 。2月中旬、第2回目寵取替えにて第1回目のユO.132個から6,579

 個となり64.9弟の歩留りで、神出し当初からは29.6弟となっている。

 ○室内採苗資料整理中

 ○餌掲培一着試験Gem日Chaetooerosspを対象に自然海水にて大量

 培養予備試戸ミ中、後、海泥分離菌を使い硫酸銅による細菌発育阻止濃度

 を調べる予定仁
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