
うしお 59.1

シラ

第219号 昭和59年1月

 ノグチルカ,ミリアりス…赤汐生物の一種…

 この赤潮生物は別名を「夜光虫」

 とよび,夜間発光することで有名

 です。大きさは直径0.ユー1㎜の球

 形をなし,鞭毛に似た触手を1本

 持っています。

 海水14当たり,1万細胞以上

 になると赤潮を形成し,海面一帯

 が桃紅色になるため,最も目につ

 きやすい赤汐の一一種です。本県で

 は2月から5・月頃に良く発生して

 います。
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 新春に思う

場長石神次一男

 去るlO月九州プロング場長会か大分県鶴見

 町で開催さわた、この町は九州の最東端に突出

 した半島に位置し,海岸線はH」入りが多く,典

 型的リアス式海岸か見下せる高台からの眺望は,

 遠<四国路が望まれて壮大であった.、岬の浦々

 のくぼみには孤立した部落がい<つか海岸にへ

 ばりついているようにみえた.、

 眼下の狭い谷合いに白亜の建物らしい家並

 か一際目立つ集落があった.、この部落は昔か

 ら全国に雄飛し,故郷に錦を飾るに新築σ)家

 を建てる二とて知られてが〕,今⊥ソて5千万

 円,6千万円の'家はさIらにあるという。孤立

 し,疎外されたかにみえるこの部落の風土は,

 今日,よりだ<ましいエネルギーとして1噴出

 しているように,害、えた。

 その岩一,多<の若人が郷愁切なる思いの中

 で,遂に終生,帰村し得なかった思いが込め

 られているのでもあろうか、通りすがりの私

 には,この開花的性向の秘密を知ることはで

 きなかったか,県内の漁村を歩いても「ブリ

 御殿」と呼はれている幾つかの建物にぷつか

 ることがある。

 南洲の詩に「貧居,傑十を生じ、勲業,多

 難に顕る」というのがある.、更に「苫に堪え

 て,梅花,麗し<。霜を経て,楓葉,冊1あか〕

 し」とあるか,この様に故郷に錦を飾るに新

 築の家を以てするも,また時勢の然らしむる

 当今の風潮であろうか。

 今年もまた,厳しい漁.業環境の中て新午を

 迎えた、昭和33年牛根てハマチ養殖か始っ

 てから今年てIT度25年目を迎えている=一魚

 類養殖はここ数年急.速な成長を遂げ本県漁業

 生産の30%を占めるに至っている。魚.類養

 殖の9書1」を占めている養殖ハマチ,ブ1」は胱

 に.令1王1の市場を獲得し,需一要の大きな伸ひ・は

 期待て=きないこと等かゴ。,ブリ養殖にっし1て

 こ0)ままいけは供給飽相による経営の.習fLと

 いう厳しい局面一に立たさハている、

 また,浄土易未見制,燃与山一高騰.一～価低迷の一」

 重苦から構造的危機を最も象徴しているとい

 わオ/る遠洋カツオ漁業も辛い水揚の新記録か

 相次いでお1つ,こういった豊漁.を契機に安カ卒

 的操業への転換か積極的に進めらオ/ている、

 原耕氏が南洋速征の壮途につかれてから既

 に半世紀を過ぎた。当時の漁船州生能をもっ

 てして誠に破一天荒の大事一裳て舳つ,この壮挙

 は誠に万丈の気を川くものてあったか,志半

 はにして客死さハ,時に年令58才と記され

 ている。

 また,508人の生、霊'を海底に葬った,枕

 崎の悲'惨な海雅史「黒.島流ね」は「かつお前

 とまいいやはんどかい」の枕崎のかつ才5節売

 りの哀調切々の風物詩び)け1に今なお消えや1一。

 ぬ悲しみか妻1」まねている。本県カツ才漁業レ)

 栄光を後世にfエ;えるため,かつ才5の町の灯は

 『=・㌧な凸ナ4/`よならなし1,

 こ0)様な厳しい情勢(り中で,今H,各種0)水

 産施策が諸レー。れている,リく試に、求められる二一I

 ズも最近,非常に多様化,高度化して才川研'先

 0)対応にいとまのなし1ナ情にある、

 二の二とは1ム範に亘る技術革新か必I嬰であリ

 試験研究機関がそのための中核的役割を果すべ

 く各方[面から其月待されているからといえる、本

 試の石片究は先j喘技術σ)州発と,それを土也域に適

 応する技休〒に細み立てることである、

 さきに,オキテワモスクの年物一字'的基礎研

 究から川発して,養殖技術へ発展させた先駆

 的業績か高(.評価されMBC賞の栄誉に輝い

 た、今後とも場員一1Ii」の活力σ〕もと,史に研

 究σ)椎.造を年頭にあたリ誓う次第である、



うしお 59.1

 養殖ブリ連鎖球菌症の発症状態について

 本県の海産魚類養殖産業は,恵まれた自然環

 境の下で順調な発展を続け,昭和45年から5

 5年のlOケ年経過で経営体数1653〕で約

 3.3倍,年産量117,508トン)約6.9倍

 を示す産業に成長したと云われている。

 しかし、この様な急速な発展に伴い急病被害

 も増大し,昭和55年の急病被害はブリ・タイ

 類合計で986トン(5.3%〕,被害額9.07

 億円15.O%〕となっている。同年のブリ類た

 けの被害量は731トン,被害額6.24億円で

 ある.、また,養殖ブリての急病発生・被害率で

 のトップは,連鎖球菌感染症(以ト,本症と称す〕

 に依るものであろうと推定出来る。本症が本県

 で発見されたのが昭和49年8-9月で,昭和

 50年一5工年には県下の全養殖場に蔓延した

 様である。本県だけでなく,西日本各一地のブリ

 養殖場て大きな被害を与えているのか本症であ

 る。

 ところで,当本試で急病診断した養殖プリの

 診断で,本症とその合併症が占める喜一」合は,下

 のグラフの様である。即ち,最近6ケ年153

 -58年10月〕の本症の占める喜一」合は,53.

 O-75.1%である。この様に,プリ養殖産業

 では,本症が最も問題になる急病である様に思

 われる。そして,本症に対する予防・治療対策

 が的確に行なわれるならば生産性は安定し,経

 営の安定も期待できる。本症の予防対策として

 は超過密養殖の防止,偏食と過食の防止,栄養

 斉1」等の適正使用,魚の取扱い技術の改善,病死

 魚・病弱魚の除去の徹底等が考えられる。次に,

 治療対策としては餌止め,投薬治療の2法か現

 在実施されている。特に,投薬に依る場合は感

 染魚の早期発見,正確な診断,その結果に基づ

 く薬剤の選択,正確な放養量の把握,適正調餌,

 適正投与等が行なわれなければならない。急病

 診断と対策か行なわれる場合,重要な事の一つ

 は問診である。生産者自身に依って記帳された

 養殖日誌は,しばしば異常発牛の原因究明,対

 策等の手掛りとなることが多いので大切である。

 最小限の記帳必要事項は水温,へい死負数、投

 餌量1魚種と投餌量〕等である。具体的な本症

 に対する治樹列については,次の機会に述べた

 いと思う。吐物部塩満〕

 養殖ハマチ(ブリ)の急病検査における連鎖球菌症及び

 連鎖球菌合併症の占める割合(昭和58年10月現在)

80

39.7

 目1燃一一一触1□111111
 の他の合個症
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 イシダイの生態と習性について……(2)

 イシダイの放流技術1梢発事業調査は今年には

 いり4年目をむかえました一策210号の“う

 し才づ"ではイシダイの生.態と習一性について概略

 を述べました、今回は弓1続き牛態と習性につい

 ての知見を若丁述べ,こね・1。σ)知見から一歩進

 めて,イシダイが栽培対象魚としての可能性に

 ついて触れてみたいと思います亡」

 1.イシダイの分布と漁業

 本県海域に才づけるイシダイの分布は海岸線

 か石小浜地帯⊥ユ外の地先では,浄σ)多少はあ1〕

 ますが,いづれの海域でも漁獲されています.

 また,離島の種千・,屋久方面一でも本土側に近

 い分布量で見受けられます、な才j,種子,屋

 久⊥ソ南から亀美人.鴫に至一」る海域でも一応,イ

 シダイの分布は認められますが量的には非常

 に少'いようです、イシダイを漁獲する専門的

 な漁業は特にな<,ほとんどか定一置網烙種〕,

 潜水,刺網,一一本釣等による混獲です、この

 内の主漁業は定置網略揮〕て=す。定I置網σ)

 敷設される水深は木県の場合,他県に比べて

 割合浅く,20-40m程度か普通です。操

 業は台風時期の7-lO月ヒ貝まで,一部休漁

 する経営体もみらハますか,一般に周年操業

 しているようです。次に漁、痩量の多い漁業は

 潜水漁.業です。この漁業は潜水器を使用して

 魚類を捕獲することを禁止されているため,

 いわゆる「素もく'り」漁法です、したがって

 水深も害■」合淺<,20m程度,操業は時化⊥ソ

 外は冬期でも行い,周年操業です,、その他,

 刺網は1O-30m,一本釣,延縄は20-

 70m程度て操業範囲は主に地先を中心にし

 て周年操業をしていますか,イシダイの混獲

 は一ト常に少、ないようです。

 2.本県の漁獲量

 調査海域114漁協〕別,年別の漁獲量を

 図1に示しました,54年12.3トンであっ

 たものか,55年21.3トン,56,57

 年は21.2トン,19.4トンと54年に止L

 べると約2倍に漁獲量は増加しています=県

 令体σ〕イシダイ1.D漁獲量、を推定する漁獲統計

 資料・(農林統計ではその他の如.類に含まハて

 (トノ〕

545556  57作〕

 図1漁獲量の年変化(14漁協分)

 いる〕は整備一さ力でいません.しかし,調査

 海域以外では県北西部の長島から甑島にかけ

 ての海域が割合多く漁獲されるほかは,各地

 域での漁獲分布はみらオェるも(Dの.必らすし

 も多いとは云えません」従って,県令体の総

 漁獲量は調査海域の約2倍の50卜'ン程度と

 大まかに推定してもそう大きζ差はないも(D

 と考えられます.、二σ)全漁獲量を本県漁、柴に

 占める書1」合のうち全底牛魚類(17,557

 トン〕に占める比率はO.4%程度,マダイ

 漁獲量〕91トンjの1/lO程度の漁獲し

 かあリませんしこのように漁{隻の赤色対量か少

 ないためか魚価13000-400011]/k;,〕

 は高いし,また,季節による生.自.密度の濃1炎

一4一
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 はあってむ一応,周耳1にハたリ牛.息分布して

 いるこ～.ζと,これらの条件にかんするかき

 リては付望な放流対象て向と考えられますし

 かし,もともと赤色付量の少〆''一1と定.われる免.

 種,ムいかえハは.底年約類リ」ての占f]率の

 小さい牛態叶三の如種を本1県の.」二うに北口本の

 海に上L較して貧蝪な乍急上易`埠生易等〕しかな

 い海域に才jいてと州呈度の量を人為的に添加

 し一)るか0)可能性等を充分に吟味して対処し

 なけハはなゴ』ないと一者、4)メ1ます。

3.地域別,海域別漁.獲量

 漁協別漁.獲量156年〕を区]2に示しましたか.

 土山か)こオゴ1寸る～串;雀≡量`よ芽…「.4≡変動』{‡ノ≠ら一/る

 ものの.大隅刺羊域では内、.ヒ浦,住多地1く,血

 児.』.}湾口f寸j丘ではf左多,」l1民地区,1均蒔沿岸域

 では枕1崎,野間他地区か多・く,年間2-3トン

 程度か水楊けされています、この漁、獲量を海域

 別にみますと図3の示すように南薩沿岸域の漁.

 獲量か多く漁獲さオ1て川〕,二の比率は而沿岸

 城の60～70%に相当していますて。さらに図

 3から後述しますよ・)に,漁、獲量か増大する3

 -6月までの間に.bける南■捧沿岸域での漁獲の

 増加量か大隅東岸城に比べて非常に大きく,特

 に,4-5月の増加1吉1」今か目立っています、こ

 のように而沿岸域に才づける漁獲格差の生一キる期

 間の漁獲量は漁具に.よる差,すなわち,両沿岸

 域の定置網の大小あるいは敷設数による漁.獲努

 力の差なのか,漁.獲増大期;4-5ハをさす〕

 に才,ける海域的な差なのか,今のところ明らか

 てあnませノしか.一応,南薩沿岸域の方か定置

 網の一敷設数ぺ1漁協等が多いことなどを勘案しま

 すと漁獲努力ω差と考えた方が妥当のようです、

 ↓ソj・,資源生態面からイシダイをみてきま

 したか,まとめますと,調査海城における年

 間'角.獲量は5ユ年に⊥一ヒベ55年一57年一にか

 けての漁獲量は約2倍に増加しています、.資

 料としては4ケ年しかなく,推定の城を脱し

 えませんか.その年の漁、況あるいは海況状態

 による変動があるにしても,イシダイの場合,

 その漁獲量の変動111は大きいようです。.云い

 かえ力は定着性の強い魚種であねは植…端な変

 動は考えられません、二のように2倍近1.1変

 動が起きる原因として,一部のイシダイは他

 の海域からの加入量如何によってその年の漁

 獲量か増減するものと思われ,移動性の強い

 魚種すなわち回遊性に近い魚種と考えられま

 す.、しかし、移動性か強い魚種とは云え、周

 一年移動するわけでなく,産卵期にあたる3-

 6月の間に漁獲される7～8割程度,年間漁

 獲量(D5割程度の群が同遊性で残りの分は一

 応,地付群と考えても良いと思われます、こ

 のように漁.獲量の半分程度か同遊性群と考え

 1㍉れる魚種を栽培対象種とした場合,放流時

 期,放流場所,放流サイズ,放流尾数等を充

 分検討しながらこの調査を進めて行く必要が

 あると思われます、1漁業部野村〕

図2漁協別年間漁獲量(56年)

 ○南薩沿岸威

 ●大一属亜崖域

 156汗I〕

図3海域別,月別漁獲状況
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 トラフグの種苗生産

 栽培漁業センターでは鹿児島県内の養殖用

 種苗として,トラフグの種苗生産を行ってい

 ます。トラフグの採卵については前回紹介し

 ましたので今回は稚仔魚の飼育について書い

 てみたいと,害、います。

 今年度は4月4,5日に例年通り長島町茅

 屋て採卵を行い,センターまでトラ・シク輸.送

 しました。卵の総数は700'万粒,.;・化は8

 日後の4月12日から始まり.三・化仔魚は47

 0万尾でふ化率70.5%でした。

 ふ化仔魚は1OOトン円型水槽3面に各々

 120万尾,計360万尾を4月13日に収

 容し飼育を開始しました。換水は当初O.3

 回転1日,1O日目頃に工回転1日,20口

 目に2回転1日魚肉の給餌が始まる25日頃

 から1日に1回転づつ増やしていき最終的に

 ユ0-13回転1日となります。通気の量も

 成長に応じて序々に増やしていきます。

 餌料は最初はシオミスツボワムシです。ワム

 シは3日目から給餌します。当初は飼育水1㏄

 当りワムシか5個位の密度を目安に給餌します

 ので最初に1槽て5億のワムシが必要となりま

 す。その後は仔魚の摂餌状況を見ながら給餌数

 を増やしていきます。f子魚の摂餌状況は主にワ

 ムシの残自耳数で判断します。そのため1日に4

 回飼育水中のワムシの量を計数して常にワムシ

 が不足しないように注意します。ワムシはユ日

 に3-4回給餌し,第1回目は朝の4時半から

 自動給餌て行ないます。ワムシの給餌期間は約

 30日間で最も多い時は1日に3槽で60億の

 ワムシを給餌します。

 トラフグの全長が7㎜になる20日目頃か

 らワムシより大きいアルテミア幼生を与え安

 す。これは後の魚肉の餌付けをスムーズに行

 かせる役目もあります。全長か8㎜位になる

 と配合飼料と魚肉ミンチに切り換えて行きま

 す。この時期はトラフグはまだワムシとア1レ

 テミアを主に給餌するのですか死餌さに慣ら

 す意味で少し早くから給餌を行います。配合

 飼料は朝の4時半から15分間隔て1日に6

 0同給餌されます、魚肉ミンチは1日中つ

 きっきりて少しづつ給餌した方か餌付きもよ

 くまた無駄が少な・くω〕ます,この時期にな

 るとすてに魚体の大小差がありまた咬合いも

 多<なるので餌料の転換ということと相まっ

 て減耗か多<な1つまず。餌付けかうまく行く

 とあとはどんとん成長していきます。今年度

 は65日目に平均全長26.8-30.7㎜,

 養殖用5I万尾,放流用8万尾計59万尾の

 生産てした.

 今後の課題としてはトラフグは魚肉ミンチ
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 と配合飼料と魚肉ミンチに切り換えて行きま

 す。この時期はトラフグはまだワムシとア1レ

 テミアを主に給餌するのですか死餌さに慣ら

 す意味で少し早くから給餌を行います。配合

 飼料は朝の4時半から15分間隔て1日に6

 0同給餌されます、魚肉ミンチは1日中つ

 きっきりて少しづつ給餌した方か餌付きもよ

 くまた無駄が少な・くω〕ます、この時期にな

 るとすてに魚体の大小差がありまた咬合いも

 多<なるので餌料の転換ということと相まっ

 て減耗か多<な1つまず。餌付けかうまく行く
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 は65日目に平均全長26.8-30.7㎜,

 養殖用5I万尾,放流用8万尾計59万尾の

 生産てした.

 今後の課題としてはトラフグは魚肉ミンチ

 主体て人手と手間かかかるためマダイ並に配

 合飼料主体の飼育方法の検討が1必要だと思わ

 れます。1栽培漁、業センター1←村i
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新魚紹介
(ジャイアント・グーラミィ)

 学名O・ph・・・・…g・・。myLAC台P一
 白DEオスフロ不ムス・グーラミィは又の名を

 ジャイアント・グーラミィと呼はハていますし

 分布はインド,タイなどの束I南アジア州口∫

 川て原産地では二の魚か食用として高くI評価

 され,原地の人々は非常に美味な魚として利

 用しているそうてす、

 」人」水面分場では,昭和55年に親免.を数尾,

 翌56年ユエ月には稚魚を一導入して成長,繁

 殖等についての研究をはしめたところてす

 か,成果か得られれば,ティラピア・ニロチ

 カにか一)る新しい養殖魚として普及できるも

 と期待しています.二の魚は日本ではまた養

 殖さねているところがなく,文献も少ないた

 め,詳細についてはわかリませんσ)で,ここ

 ではそのプロフィルを紹介します、,

 牛態と習性:性質は温和で一人きなもσ)は6

 0㎝となり体重は3kg以ヒにいつます。小さ

 い時は口がとがり体には黒の帯状の縞か洲つ

 非常に美しいので観賞.魚としても飼われてい

 ます.、大き(仁ると体形も体色も一変リ,とく

 に他の魚とちがい空気呼吸か'こきるため,密

 殖も可能と思われます。牛息温度については,

 はっき=つしないか20-35℃と忠、われ,養

 殖適温は23～28℃の.よう'ごす、

 食性:配合貞司科やタニシはとをよく食べるの

 'ご雑食†生と一骨、われるか,ほとんどの野菜やサト

 イモの葉など植食性も強<草,魚に劣らないほと

 てす.今後エサの研究面一でも興味がもたオ/ます.

 成長:池中での成長についてσ〕データはま

 たほとんとないのて=はっきりしないか,当場

 での成育状況ではティラピアの程度の成長は

 期待されます、ティラピア・ニロチカσ)養殖

 ではオスはほほ一一年でlkg位に成長するのに

 対してメスはせいぜい5009にし小ならす

 養殖上欠点とζっています、ところがオスフ

 ロネムスはメスも1kq』ソ、』二になるため有利と

 言えます。またニロチカの精肉歩留は30-

 32%に対して,オスフロ不ムスて・は40川

 ・15%と高くなっています。

 繁殖:この魚は1芋巣をf「Fり,この中に産卵

 して稚.魚を育てる習性があ1〕ます.、当場では

 58年の夏から秋にかけてはじめてオスフロ

 ネムスの自然産卵に成功しました、、

 。二のオスフロネムスは鳥のようにツガイで集

 住りをして,この1一に卵を入れて育てる習性が

 あり,1尾のメスは3,OOO-6,OOO粒の

 卵を持って才川,卯径は2.5-2.7.n1で浮遊

 卵です。当場ではガマのH生し下いる池に親魚
 を6月頃入れたと・二ろ,8月か'〕12月にかけ

 て枯草やガマの葉の繊維て作られた巣か水面近

 くに認めらね,その後稚魚を確認することかで

 さました.また1O弓には巣をとり揚げて中か

 ゴ〕3,200粒の卯を得でふ化させることむてき

 ました、このように自然産卵かてきたことから

 オ采肺のメト'がたち,これからさらに量産に声』っ

 て人1L促熟一人工採卵等の技術を確立する必要

 がありま中、(指宿内水面小山記〕

 オスフロネムスの幼魚
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 新設加工研究棟の概要

 当本試では,昭和57年度水産試験場設備

 整備事業による急病指導総合センター建設と

 合体する形てI加工研究棟の改築を行い,58

 年3月完成しました。建物は2階建てになっ

 ており,1階を加工研究棟とし,2階部分か

 急病総合指導センターになっています.、

 加工研究棟の内容は表1のと才洲で,冷蔵

 庫,測定室,調理室,煮熟乾燥室に区分され

 ています1配置は図1参照〕。また浪一」定'室,

 調理室は冷暖房装置がほとこさハ,閉された

 室内で仕事ができるようになn,桜.島の降灰

 による被害からも解放さね,衛生.的な環境の

 なかで試験研究がてきるようになリました、

 表1.建物の概要

 二[場改築に伴い,設備もレトルト食品/レ

 トルトパウチj殺菌装置及ひくんせい装I置,

 ボイラーなどが新たに.整備され1表一2〕,11j

 広い研究かてきるようにい〕,現在.二ねら0)

 言ま備な使用し,多様化する消費者嗜好に対応

 したレトルト食品,く人せい食品などの試作

 試験をfづ一っています二

 食品.丁業は本来そ0)地域の年産物を,その

 地域のt活様式に合せて加.1二した食品か基礎

 になっているといわわ.地場特産品1川淵発か

 叫はれる昨今,前浜資源活用による新製。品開

 発など.地場産業に直結した形てσ)試験研究

 と併せて,県内加工業者の研修指導に役立て

 たい,1化学部藤田1

        区分床面積mj備考表2.主要設備

        総建坪250鉄筋コパり一ト建て機器名備考
        損1」定室18物性一候1」定帥,.高」正調理舳機ハイレドルト.レト」レト食品訓十機

        一

        調理室72調理施設,煉製品施設ノんせい装置1全(人,温てん,熱てん併用

        静.乾燥処理…95■舳.軌燥.1'■1へ・Ll」・1"南姑!世他冷風乾燥機温度範囲ト{(〕℃
        区分床面積㎡実用面積㎡疎製品関係機械かまほ。二試験

        冷凍結室一40℃12.257.84青熟装置ポィラー,二重釜,蒸責機

        冷蔵室一20℃12.909.31真空凍結乾燥機実験試料乾燥
        蔵4-20℃9.oo6.lo真空包装機各種包装哺木氏1

        準備室O-316.1o13.1ア真空濃縮機亀山式2#/時
        庫機械室14.7514.75その他焼機,粉砕機他

        計65.OO51.17

一.500斗

 」司岬

 十」H__1+ト

O^

1.00〔1

図1加工研究棟,平面図
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