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2012年に伊万里湾佐賀県海域で発生した Heterocゆsacircularisquama赤潮

西山嘉乃・河口真弓・吉田幸史・野口浩介・寺田雅彦・明田川貴子・江口泰蔵

A Red Tide of Heterocゆsacircularisquama in the Saga lmari Bay， 2012 

Kano NISHIYAMA， Mayumi KAWAGUCHI， Yukifumi YOSHIDA， Kohsuke NOGUCHI， 

Masahiko TERADA， Takako AKET AGA W A and Taizo EGUCHI 

渦鞭毛藻 Heterocatsacircularisquamαによる赤潮は，

西日本沿岸海域においてしばしば発生している。本種

は，二枚貝および巻貝に対して特異的に被害を及ぼすこ

とが知られている 1)。佐賀県北部沿岸域における H.

circularisq仰 mα 赤潮の発生状況を表 lに示す。本種の

赤潮は本海域では伊万里湾でのみ発生しており， 2002年

と2003年には，養殖アコヤガイへの被害が発生した。こ

のような中， 2012年8月から 9月にかけ，伊万里湾佐賀

県海域において本種の赤潮が発生したため、その経過お

よび、被害状況について報告する。

2012年8月30日から 9月9日に発生した，伊万里湾佐

賀県海域における H.circulari勾uamαの推移を図 1に示

す。 8月30日に大浦浜地先において H.circularisquamα 

による着色域を確認した。最高細胞密度は大浦浜真珠作

業筏における3，150cells/mL (1 m 層)であった。 9月

1日には，全調査点において確認され，大浦浜真珠養殖

筏における586cells/ mL (2 m 層)が最高細胞密度で，

着色域は確認されなかった。 9月3日には阿漕魚類養殖

筏，大浦漁港内カキ養殖筏および湯野浦入口において確

認されたものの，最高細胞密度は 4cells/mLと減少し

ていた。 9月10日には，阿漕魚類養殖筏 (0m 層)，大

浦浜魚類養殖筏 (Om層， 1m層)および波多津カキ養

殖筏(lm層)において確認されたものの，最高細胞密

度は 8cells/mLと引き続き低位であり，着色域も確認

されなかったため， 9月9日をもって赤潮の終息とし

た。
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二枚員類への影響は， 7月から 8月にかけて Karenia

mikimotoi赤潮が発生2) していたため，本赤潮によるも

のかどうか評価が難しいが，天然マガキの資源量減少お

よび成長不良，養殖マガキの成長不良，養殖アコヤガイ

の生産不調が報告されている。アワピ類，サザエなど巻

貝類は，同海域ではほとんど採取されていないため，影

響は不明で、ある。
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独立行政法人水産総合研究センタ一瀬戸内海区水産研

究所坂本節子主任研究員には本種の同定を行っていただ

きました。ここに深く感謝申し上げます。
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表 1 佐賀県北部沿岸域における H.circularisquamα赤潮の発生およ び被害状況

年 通報番号* 期間 海域
最局細胞密度その他赤湖被害の

被害魚種
被害数 被害額

(cells/mL) 構成種 有無 (個) (千円)

1995** SA-06 8/2 -8/30 伊万里湾 3，080 鑑 鉦

1996 SA-06 9/2-9/20 伊万里湾 5.300 鑑 鉦

1999 SA-12 8/16-9/27 伊万里湾 4.050 無 鉦

2000 SA-10 8/18-9/11 伊万里湾 310 無 鉦

2002 SA-09 7/26-7/27 伊万里湾 l.840 査正 有養殖アコヤガイ 約5，000
不明

(1-2才) (へい死)

2003 SA-12 9/8-9/29 伊万里湾 18，800 主正 有養殖アコヤガイ 約135，000
不明

(1才) (へい死)

2004 SA-06 8/2-8/6 伊万里湾 3.615 査正 主E

2012 SA-17 8/30-9/9 伊万里湾 3.150 主E 有 天然・養殖マガキ
養殖アコヤガイ

不明 不明

*九州漁業調整事務所への通報番号， *. Heterocaρsa sp.と報告

@ 

@ 

図 1 H. circularisquamaの最高細胞密度 (cells/mL)および最高細胞密度が確認された水深 (m)

調査層はom， 1 m， 2 m， 3 m， 5 m， B-1 m。なお， eは調査点， 0は未調査， 0 (全層)は全層で確認されなかったことを示す。
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唐津湾北の浜におけるヒラメ着底稚魚

野田進治・首藤俊雄・金丸彦一郎

佐賀県玄海域におけるヒラメ着底稚魚の動向を調査

するため，唐津市北の浜地先で着底稚魚採捕用ソリ型

ネットによる調査を1991年から2002年にかけて実施し

てきた。その結果，唐津湾北の浜におけるヒラメ着底

稚魚、の時期別，水深別生息状況や大きさ等を明らかに

できた。また，唐津湾北の浜地先の餌料生物調査と胃

内容物調査により，アミ類の出現数量が多く，ヒラメ

着底稚魚の重要な摂餌対象となっていることが明らか

になった。

佐玄水産セ研報6(99-105)2013 

赫色の異なるアカウニ3種の交配試験(短報)

金丸彦一郎

佐賀県玄海沿岸域の重要種の一つであるアカウこに

は腕の色が赤色，紫色，白色の 3種類があることが知

られている。本報では，アカウニの親が赤色，紫色，

白色の個体の雌と雄から， 9通りの交配を行い，それ

ぞれのグループ毎に飼育した。グループ毎の東京色の割

合は，親の腕色の影響を受けていることは確認された

ものの，親以外の腕色の個体もみられ，優勢・劣勢等

の関係や一定の規則性は確認できなかった。

佐玄水産セ研報6(111-112) 2013 

2012年に伊万里湾佐賀県海域で発生した

Heterocapsa circularisquama赤潮(ノート)

西山嘉乃・河口真弓・吉田幸史・野口浩介・

寺田雅彦・明田川貴子・江口泰蔵

伊万里湾佐賀県海域において Heterocゆsa
circularisquama赤潮が発生した。本赤潮は 8月30日

に確認され， 8月30日の最高細胞密度は，大浦浜真珠

作業筏の3，150cells/mLであった。 9月1日における

最高細胞密度は大浦浜真珠養殖筏における586cells/
mLであったが，着色域は確認されなかった。 9月3

日調査時には，最高細胞密度が4cells/mLと減少し

9月10日に引き続き低位であったため， 9月9日を

もって赤潮の終息とした。二枚貝類への影響も報告さ

れているが，同海域でKareniamikimotoi赤潮が発生

していたため，H. circulari勾uama赤潮による影響の

評価は困難である。

佐玄水産セ研報6(123 -124) 2013 

唐津湾相賀地先での刺綱試験操業により漁獲された魚

種組成(短報)

荒巻裕・古賀秀昭

佐賀県唐津湾西部に位置する相賀崎地先は，アマモ

場の発達した砂泥質の海域となっており稚仔魚の生育

場として重要な海域である可能性が高いが，生息、・来

遊する魚種の実態はほとんど把握されていない。本報

では2003年3月から2004年2月までの刺網試験操業の

結果についてとりまとめを行った。その結果，この海

域ではコノシロ，ボラをはじめとする様々な魚種が漁

獲され，季節によって出現種の変化がみられた。この

ことから相賀崎地先は，産卵，成育あるいは小，大規

模回遊経路の一部となっているものと考えられ，水産

生物にとって極めて重要な場所の一つであると推測さ

れた。

佐玄水産セ研報6(107-109) 2013 

2012年夏季に佐賀県北部沿岸域で発生した Karenia
mikimotoi赤潮(ノート)

西山嘉乃・河口真弓・吉田幸史・野口浩介・

寺田雅彦・明田川貴子・江口泰蔵

2012年夏季に佐賀県北部沿岸域において渦鞭毛藻

Karenia mikimotoiが広域で確認され，特に伊万里湾

では大規模な赤潮を形成した。最高細胞密度は，伊万

里湾では104，200cells/mL，仮屋湾では860田 lls/mL，
外津浦では36，700cells/mL，鎮西町管内(串浦)では

13 ， 700cells/mLとなり，その他唐津湾や離島などに

おいても数10cells/mL確認された。漁業被害は，伊

万里湾での被害額約6千万円をはじめ，仮屋湾，外津

浦，鎮西町管内においても養殖および蓄養貝類を中心

に確認された。

佐玄水産セ研報6(113 -121) 2013 

佐賀県玄海地区の魚介類養殖における魚病発生の変遷

(ノート)

河口真弓

2000年度から2010年度における魚病診断結果を整

理，集計した。その結果，診断件数は年間約20~40件

で推移しており，診断総件数は計319件，魚種数は22
種であった。診断件数が最も多い魚種はトラフグおよ

びマダイで，診断総件数の24%であり，次にブリが

12%，クルマエピが10%であった。月別魚病診断件数

では， 4月から11月にかけて集中しており，最も多い

月は 9月の40件であった。トラフグの主な疾病は寄生

虫性疾病であり，ヘテロボツリウム症， トリコジナ症

および白点病などであった。マダイの主な疾病はウイ

jレス性疾病および細菌性疾病であり，ウイルス性疾病

ではマダイイリドウイルス感染症，細菌性疾病ではエ

ドワジエラ症およびピブリオ病であった。

佐玄水産セ研報6(125 -128) 2013 
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