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就任のご挨拶
所長
３月末にご退職された永井泉
前所長の後任として、４月１日

加藤

和範

用することが可能とされています。
私どもはこの理念に基づき、平成 13 年 3 月に策

付けで所長を拝命しましたので、

定した「にいがた農林水産ビジョン」に盛り込まれ

遅ればせながらご挨拶申し上げ

た つくり、育て、管理する漁業 推進施策を補完

ます。

する研究開発を促進し、持続的な漁業生産を確保す

水産に関わる研究開発は時

るための調査研究を実施しています。

代とともに大きく変わってきました。翻ってみます

安全、安心で美味しい地場産魚介類の安定供給を

と、戦後の食糧増産のための遠洋沖合開発研究から

実現することが、県民の期待ではなかろうかと思っ

200 海里時代の到来を契機にして沿岸漁業研究に変

ています。しかし、漁業の担い手の高齢化と減少、

わってきたことであります。
私が県に奉職した 1970

魚価の低迷あるいは長期間に亘る水産資源の減少な

年代半ば以降は栽培漁業、沿岸漁場整備そして資源

ど業界並びに研究所が当面する情勢には大変厳しい

管理型漁業などに関する技術開発が国策として 30

ものがあります。

有余年にわたり手厚く推進されてまいりました。

逼塞した時代状況から早く脱却し、資源の回復と

経済の高度成長期には、漁船能力の向上と国民の

良好な漁場環境維持のために私たち研究機関にある

中流意識やマスコミによる １億総グルメ 意識の

者が果たすべき役割は極めて大きく、また責任も重

昂揚などから、いわゆる中高級魚類の生産が飛躍的

大であります。これからも県民の皆様に開かれた研

に増加し、供給不足を補うための輸入増大あるいは

究所として、産業界や大学等の皆様と協働で、連携

養殖生産の増大により帳尻が合せられました。1990

を取りながら効率的に調査研究を進めて行きたいと

年代に入り、失われた 10 年を経た 21 世紀初頭は国

考えております。

を挙げた行財政構造改革の時代でもあります。

研究機関の役割や取るべき方向性の再検討など、

乱獲、環境改変、環境汚染あるいは地球温暖化等

思い切った変革をしながら持続的漁業生産の確保に

の影響により生態系バランスが一旦崩れ、有用な資

関わる漁業・資源管理技術の開発、環境保全に関わ

源が減少してしまうと、沿岸の漁場と資源回復には

る調査、増殖技術の開発や食に関わる諸課題解決の

長い年月と膨大な費用を要することを実感しており

ため、職員一同努力致す所存であります。これから

ます。水産資源は鉱物資源とは異なり、更新可能な

もぜひ皆様のご指導、ご支援を賜りますようお願い

生物資源であり、上手に保護・管理すれば長期間利

申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。
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磯

焼

け

について
増殖工学課 石川

【はじめに】

義美

です）が目立って全体が白っぽくみえます。このた

藻場はそこに群落を形成する植物によってガラ

め、砂漠状態の海にも例えられます。ただ、よく誤

モ場（写真１）
、アマモ場などと呼ばれています。ガ

解されるのですが、
無節サンゴモ類の増加は、 磯焼

ラモ場を形成する主要な植物は海藻のホンダワラ類

け の原因でなく、結果を示しています。

で、本県の沿岸に普通にみられます。また、アマモ

磯焼け の原因は特定できない場合も多いので

場を形成するアマモ類は陸上の顕花植物の仲間で比

すが、以下に今までに原因として考えられている主

較的静穏な沿岸の砂泥域に群落を形成し、本県では

なものを上げます。

佐渡真野湾や加茂湖などでみられます。

① 黒潮の流路が変わることによる発生

これらの藻場は有用水産生物を生産する場とし

太平洋側の伊豆半島など、黒潮の影響域で発生し

てだけでなく、水産生物の産卵場や幼稚仔の保育場

ます。黒潮の沿岸域への接近により環境水温が上昇

としての機能、環境負荷に対する軽減機能（CO２ガ

し、かつ貧栄養状態となるためアラメ、カジメ場が

スや過剰な栄養塩類の吸収）も持つことが知られて

減少、消失します。

います。

② 植食動物の摂餌圧増大による発生
北海道や三陸沿岸など北日本の海域で、大規模に
発生することが知られています。何らかの原因によ
る植食動物生息量（ウニ類など）の増加や冬季水温
の上昇等によって海藻類に対する摂餌圧が増大する
ため、それらの摂食によって藻場が減少、消失しま
す。
③ 藻食性魚類の摂餌圧増大による発生
九州など南方海域で発生しています。海藻類を摂

写真 1 ガラモ場（佐渡両津湾）

食するアイゴ等の魚類は南方系の魚ですが、環境水

このように、藻場は沿岸漁業や沿岸域の環境と生

温の上昇によると考えられる生息域の拡大や生息量

態系を考える上で非常に重要な役割を担っています

の増加によって海藻類に対する摂餌圧が増大し、そ

が、近年、全国各地で藻場の減少や 磯焼け が報

れらの摂食によって藻場が減少、消失します。

告されています。本県でも同様な事例がみられるこ

④ 土砂等の流入による発生

とから、今回はアマモ場を除く海藻藻場の 磯焼け

護岸工事、道路工事などの土木工事により陸から

と本県の状況についてお話します。

土砂が流入した場合、
海藻類そのものが枯死する他、

【磯焼けとは】

付着基質である岩などが浮泥で覆われるため、卵、

磯焼け とは、沿岸の岩礁帯からホンダワラ類

胞子などが付着できず、藻場が減少、消失します。

を始めとする多年生の海藻類が減少、消失し、その

このような事例を小規模ではありますが、佐渡で

まま継続されている状態を言います。ただ、ワカメ

観察したことがあります。この場合、当該工事が終

など季節的に出現する海藻類が分布する場合もあり

了した後回復しました。

ます。普通にみられる 磯焼け 域ではウニ類、植

⑤ 付着基質の横転（波浪等による）による発生

食性の小型巻貝類などが目立ち、また無節サンゴモ

海藻類の付着基質が転石（1t 程度の大きさ）の場

類（一見して海藻にはみえませんが、紅藻類の仲間

合、大時化などで転石が横転し、藻場が減少、消失
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することがあります。今年 3月に、佐渡鷲崎漁港の

図 1 に、 磯焼け 域である粟島浦漁協と真野南

防波堤先端が傾く大時化がありましたが、地元の漁

部地区のアワビ漁獲量を示しました。両地区とも県

業者である本田氏によれば、年寄りはこのような時

内屈指のアワビ産地でしたが、漁獲量は大きく落ち

化を 石返しの時化 と呼んでいるそうです。10 年

込んで 2t 前後に低迷し、大きな影響を受けているこ

に 1 回程度起こるそうですが、この事例に相当する

とがわかります。

と考えられます。ただ、横転によって新たな付着面
15
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図１ 磯焼け域のアワビ漁獲量

であろうと推定され、前述の④に相当します。
その後、海藻類の減少や 磯焼け に関する報告
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【県内の 磯焼け について】
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れます。
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が露出しますので、何年か後には回復すると考えら

【県内 磯焼け の原因と対策は？】

事例はありませんでしたが、平成年代に入って県下

では、本県で発生している 磯焼け の原因は何

各地から海藻類が減少しているとの報告が入るよう

でしょうか？ 前述した④、⑤など特定の原因によ

になりました。このため、現況把握調査を県下各地

るものの他は、わかっていないのが現状です。北日

で行いました（H2 村上上海府、能生、H3 粟島、

本海域では植食動物による摂餌圧の増大が原因であ

村上上海府、出雲崎、能生、内浦、東浜、高千、真

るとの定説になっていますが、粟島西海岸、佐渡真

野大倉田）
。
地区によってその様態に差はありました

野湾とも、様態が若干異なっています。また、粟島

が、全般的に海藻類は少な目で、特に粟島西海岸、

西海岸の 磯焼け 域で継続して調査されている
（独）

佐渡真野湾、能生鬼伏（写真 2）では 磯焼け 状

水産総合研究センター日本海区水産研究所の林室長

態になっているのが観察されました。

も、単純に植食動物だけを主原因とすることには否
定的な見解を示されています。
このようなことから、 磯焼け の原因を究明する
調査（藻場回復増大対策調査）が真野湾で実施され
ることになりました。調査は佐渡水産技術センタ−
を中心に、今年度から 2ヶ年で物理的環境、生物的
環境等を明らかにし、発生及び持続要因を究明する
ことになっています。また、この結果を受けて、具

写真 2 能生鬼伏地区の磯焼け
3 地区とも、程度の差はありましたが、極沿岸部

体的な回復手法等が検討される予定になっています。
一筋縄でいかない点もあるかと思いますが、 乞う

にホンダワラ類が分布するのみで、水深 3〜5m 前

ご期待 であります。

後を中心に典型的な 磯焼け 状態を示していまし

【おわりに】

た。

以上、 磯焼け の話をしましたが、当所では県下

能生鬼伏地区では 2〜3 年後には回復し、以前の

の状況を出来るだけ把握したいと考えています。海

状態に戻りましたが、粟島西海岸、佐渡真野湾につ

藻類に関する情報がありましたら、当所若しくは佐

いては、多少の変動はあるものの現在までその状態

渡水産技術センタ−までお知らせ下さるようお願い

が継続しています。

します。
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平成 16 年度大型クラゲ対策調査計画について
漁業課 河村
【はじめに】
近年、ミズクラゲやアカクラゲなど、クラゲ類

智志

２ 大型クラゲの漁業被害防除技術の開発（漁
業被害低減）

の大量発生が頻繁に起きています。特に 2002、

３ 大型クラゲの有効利用技術の開発（加工）

2003 年は大型のエチゼンクラゲが 2 年連続して

というように 3 つの分野に分かれており、当所も

大量に出現し、ニュース等でも大きく取り上げら

この事業に参加することになっています。

れました。
このエチゼンクラゲの大量出現により、

【本県の取り組み】

定置網をはじめ、底びき・板びき網、刺網漁業で

水産海洋研究所では漁業被害防除技術の開発、

は操業に支障を来たすなど、大きな影響を受けま

特に板びき網の漁具改良に関する調査を担当し、

した。

調査を実施します。

【これまでの出現現状】

調査については（独）水産総合研究センター水産

過去にエチゼンクラゲの大量出現が見られたの

工学研究所と連携を図りながら実施していく予定

は、1958 年,1995 年ですが、1998 年,2000 年にも

ですが、既に漁具改良に取り組んでいる漁業者の

比較的大きな規模での出現が確認されており、

方々や他県での漁具改良に関する情報を参考に進

1958 年以前では、1937 年前後にも日本海でエチ

めたいと考えておりますので、今後とも皆様のご

ゼンクラゲの大量出現があったようです。 (下

協力をお願いしたいと思っております。

村,1954；黒田･森本･井口,2000；黒田,2001)。
日本海で小さな（傘径 10〜20cm 程度）エチゼ

参考文献

ンクラゲが見られないことから、発生海域は対馬

下村敏正(1959)：対馬暖流系水におけるエチゼン

海峡より西の海域、中国大陸沿岸の東シナ海や、

クラゲの大発生について,日水研研報,7,85-107

黄海であろうと考えられていますが(水産総合研

黒田一紀・森本晴之・井口直樹(2000）
：2000 年

究センター,2004)、生態や幼生の分布状況などに

の日本海におけるサルパ類とクラゲ類の大量

ついては、ほとんどが未解明の状態です。

出現,水産海洋研究,64,311-315

このため、農林水産省では、提案公募型で行っ

黒田一紀(2001)：2000 年の日本海における海況と

ている「先端技術を活用した農林水産研究高度化

海洋生物の要約とコメント,日本海水産海洋研

事業」で大型クラゲ対策調査を採択し、実施する

究推進レポート 2000,22-24

ことを決定しました。
【大型クラゲ対策調査】
調査は、平成 16 年度から 3 ヵ年の計画で行わ
れます。課題名は「大型クラゲの大量出現予測、
漁業被害防除及び有効利用技術の開発」で、
（独）
水産総合研究センター日本海区水産研究所、他 10
機関が参加して共同で調査を行います。内容は、
１ 大型クラゲの大量発生要因と日本沿岸へ
の出現機構の解明（生態・分布）

(独)水産総合研究センター(2004)：エチゼンクラ
ゲの大量発生に関する緊急実態調査報告
書,54pp
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新潟県沿岸域で発生の赤潮について
海洋課

大西

健美

いますが、1 日に 1 回細胞分裂をするとしても、毎
日 2 倍になるので、すぐに膨大な数になることが予
想できます。また、水面に浮きやすい性質を持つた
め、
風などで集められ、
海水1リットル当たり10,000
個体以上になると、海水に色が付いたように見えま
す。夜光虫の好適水温は、18〜19℃、塩分が 32〜
34.3psu とされており、新潟県沿岸域においても、
これらの条件が満たされる 5 月〜6 月にかけてしば
しば赤潮が発生します。
本年も 5月中旬から発生し、
（写真：西頸城郡名立町沿岸域）
【トマトジュース色の海】
トマトジュースが海に大量流出！というのは冗談

表面水温が 19℃前後となった 6月中旬には、生きた
細胞が集積した赤色の現象ではなく、死んだ個体が
多くなった黄褐色や白色の物質が海表面にみられ、

ですが、5 月中旬から 6 月中旬にかけて、新潟県各

その後の水温の上昇とともに終息しています。

地の沿岸域において「赤潮」が発生しました。

【春の風物詩？】

赤潮とは、微小プランクトンが大量発生して、海に

赤潮の原因として、陸から流される排水等によっ

色がついたように見えるという現象です。瀬戸内海

て海水中の有機物が増え、プランクトンが異常発生

などの閉鎖された海域ではしばしば発生し、養殖魚

するというケースもあります。しかし、本県で発生

などに被害を与えることが知られています。赤潮は

する夜光虫の赤潮の場合、急激な海洋汚染によって

様々な種類のプランクトンによって引き起こされま

引き起こされた特異な現象でということではありま

すが、本県で見られた赤潮は、夜光虫（種名：

せん。

Noctiluca scintillans ）の大量発生によるものでし

日本海では、冬季に海の表面が冷やされ、冷たい

た。夜光虫は波の衝撃などで光を発し、夏の夜の海

水は重くなり下に沈みます。表面の水が沈み込むこ

を幻想的に彩ることでもよく知られています。夜光

とで、海水が上下に混合されて、深いところにあっ

虫による赤潮は、漁業への被害はほとんどありませ

た栄養塩（深いところでは光が届かないため、植物

んが、見た目の不気味さから、しばしばニュースに

プランクトンによる光合成が行われず栄養分が豊

なることが多く、今年も新聞テレビなどで報道され

富）が海表面に供給されます。そして、春になり水

ました。

温が上昇してくると、表面に供給された栄養塩を使

【赤潮はなぜ発生するのか】

って植物プランクトンが増殖（これを春のブルーミ

赤潮が発生するのは、①水中の栄養分が十分にある

ングと言います）し、それを餌とする動物プランク

②ある種類のプランクトンが増えるのに都合の良い

トンも増えます。こうして増えた動物プランクトン

水温や塩分である③波が穏やかな日が続き、海流や

が、魚にとっての重要な餌となるのですが、夜光虫

風で集められる等といった条件が満たされたときで

のように、大量発生しすぎてしまい、時には他の生

す。夜光虫は、主に植物プランクトン（珪藻類や渦

物に害を及ぼしてしまう種類もいるのです。新潟県

鞭毛藻など）や微小動物プランクトンを餌とし、そ

ではほぼ毎年のように春から夏にかけての時期に大

れらの餌生物が多いと夜光虫の数も増えます。夜光

量発生が見られるので、ちょっと（かなり？）迷惑

虫は体を二分裂させて増殖していることがわかって

な春の風物詩とでも言えるでしょうか・・・。

( 6)

水産海洋研究所人事異動

（
平成 1６年４月１日）

新所属

旧所属

［
転入］
宮尾

誠

参事・漁業課長

新潟海区

本間

喜代志

参事・加工課長

水産課

副参事

藤倉
石山

真一
剛

苗場 機関長
総務課 主任

水産課 弥彦丸 機関長
新潟学園 主任

佐藤

将

海洋課 主任研究員

内水面水産試験場 養殖課主任研究員

丸山

幸三

総務課 技術員

管理課

副参事(資源対策係長)

技術員

［
所内異動］
加藤

和範

所 長

参事・漁業課長

安沢
片貝

弥
俊幸

栽培技術課 専門研究員
越路丸 機関長

栽培技術課 主任研究員
苗場 機関長

菅井

幸男

越路丸 通信長

越路丸 無線通信士

（佐渡水産技術センター）
板野 英彬
センター長

参事・加工課長

佐藤

修

主任研究員（多田駐在）

佐渡水産技術センター 主任研究員

村川

明文

技術員（多田駐在）

佐渡水産技術センター 技術員

［
新採用］
吉田

稔

増殖工学課 研究員

井上
小澤

佳孝
美穂

増殖工学課 研究員
海洋課 臨時的任用職員

安田

岳

栽培技術課 臨時的任用職員

佐藤

雍彦

内水面水産試験場資源課 専門研究員

海洋課

近藤

伸一

漁港課

栽培技術課

［
転出］

遠藤 浩司
椛澤 秀行

副参事(計画係長)

専門研究員
専門研究員

がんセンター新潟病院 主任
水産課 内水面係 主任

総務課
海洋課

増殖工学課 主任研究員

佐藤

智則

水産課 資源対策係

中村
坂野

幹夫
浩司

弥彦丸 機関長
企業局総務課 技術員

主任

越路丸
総務課

主任
主任研究員
機関長
技術員

（佐渡水産技術センター）
渡辺 健治
高野 純

佐渡地域振興局農林水産振興部
佐渡市

副部長

センター長
技師

［
退職］
永井

泉

所 長

平成 16 年度の施設一般公開を 8 月 22 日（日）に行います。本年度は「魚の見分け方」
をテーマに、研究・実験棟、および漁業指導船「越路丸」の公開を予定しています。予約
申し込み等は不要ですので、お気軽にご参加ください。なお、詳細につきましてはホーム
ぺージをご覧ください。
水産海洋研究所ホームページ

http://www.pref.niigata.jp/suikai/index.htm

