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Radiocesium concentration of small epipelagic fishes (sardine and ]apanese anchovy) 

off Kashima-Boso area 
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After the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant (FDNPP) accident in March 2011， the National Research 

Institute of Fisheries Science (NRIFS) urgently measured the radiocesium concentration of 63 samples of small 

epipelagic fishes (such as sardine and ]apanese anchovy) sampled by commercial五sheryboats offthe Kashima-

Boso area between 24th March 2011 and 21st March 2013. Fluctuations of radiocesium concentration of fish mus-

cle were synchronized with a delay from that of sea water near the fishing ground; radiocesium concentration in 

fish muscle reached a maximum of 31 Bq/kg-wet in ]uly 2011， and then declined gradually. Radiocesium concen-

tration in fish muscle subsequently indicated a low level in 2012 and 2013 (0.58-0.63 Bq/kg-wet). Compared to 

the 137CS concentration before the FDNPP accident， 137CS of fish muscle in 2013 was still approximately 10 times 

higher， whereas 137CS of sea water near the fishing ground in 2012 was approximately 4.5 times high巴r.

カタクチイワシ，太平洋，放射性セシウム，マイワシキーワード:海水，鹿島~房総沖，
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内に取り込まれ，北西太平洋に分布する魚類においても

福島第一原発事故前に比べて比較的高い放射性セシウム

濃度が検出されていることが，水産庁による水産物の放

射性物質調査から明らかになっている(水産庁 各都道

府県等における水産物放射能調査結果 [2012年 3月30

日， 2013年 3月29日]: http://www.jfa.maff.go.jp/j / 

housyanou/kekka.html， 2013年 6月5日)。この調査結

果を受けて，底魚類を含む地域性の強い生物から放射性

セシウムが長期的に残留する可能性が示唆されてい

る。1)海洋生態系における放射性物質移行機構の解明が

必要とされるが， 2)これに際しては，海洋生態系の各構

成要素に関して生態特性に応じた放射性物質の移行機構

の分析が必要となる。倒水産総合研究センター中央水産

2011年 3月に発生した東京電力福島第一原子力発電

所事故(福島第一原発事故)によって，人工放射性核種

が環境中に放出された。 2011年 3月中に大気中に放出

された放射性セシウム (134CS，137CS)は134CS，137 Csと

もに約 10PBq，また， 2011年 3-9月に大気および原発

港湾より海洋ヘ放出された 134CSは3.5PBq， 137CSは

3.6 PBqと東京電力株式会社は推定している(東北地方

太平洋沖地震の影響による福島第一原子力発電所の事故

に伴う大気および海洋への放射性物質の放出量の推定に

ついて[平成24年 5月現在における評価]: http:// 

www.tepco.co.jp/cc/ press/ 2012 / 1204619_1834.html， 

2013年 5月30日)。これらの放出された放射性セシウ

ムのうちの一部は環境水や餌生物を介して水産生物の体

* Tel : 81-45-788-7654. Fax: 81-45-788-7654. Email: takagik@affrc.go.jp 
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小型浮魚類の放射性セシウム濃度

140 

研究所(水研セ中央水研)はこの放射性物質調査に協力

し，福島第一原発事故直後からの約半年間については，

関東地方で水揚げされた水産物の調査を集中的に行った。

福島第一原発事故後に関東地方の太平洋沖で漁業盛期

を迎えた魚種のひとつに，回遊性小型浮魚類のマイワシ

Sardinops melanostictusやカタクチイワシEngraulis

jα:ponzcusが挙げられる。プランクトン食性が強いマイ

ワシやカタクチイワシは，鯨類をはじめ大型魚類などに

捕食されており，東北地方の太平洋沿岸域においても重

要な生態的地位を占めている。毎年冬春季から夏季にか

けてマイワシやカタクチイワシが鹿島~房総沖に分布

し， 一時滞留して漁場が形成され，大中型まき網漁業に

て漁獲されている。3-5)そこで本研究では，当該海域で

漁獲されたこれら小型浮魚類の放射性セシウム濃度の推

移について分析した。 Longitude ('E) 

Fig. 1 Locations of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Pow-
er Plant (FDNPP) and fishing ground of fish samples 
(sardine and Japanese anchovy) in this study (shaded 
area) 

線スペクトロメトリーJ6)に従い，コベル法により計算

した。なお， 2011年に採集された小型浮魚類 60検体は

生試料として 7200秒測定により， 2012年および 2013

年に採集された同 3検体については灰化試料として

40，000秒以上の測定により，試料となる小型浮魚類の

採取日に減衰補整をして放射性セシウムデータ (134CS

と137CSの合計値)を得た。

小型浮魚類の放射性セシウム濃度の推移調査期間中

に検出されたマイワシとカタクチイワシの放射性セシウ

ム濃度 (Fig.2)について，種間で有意差が認められな

かったことより，本研究ではこれら 2種をまとめて

“小型浮魚類"として扱い，解析を行う。 2011年 3-5月

における小型浮魚類の筋肉中の放射性セシウム濃度は，

4月25日に 13Bq/kg-wet，同 26日に 21Bq/kg-wet， 

5月 12日に 27Bq/kg-wetなど比較的高い濃度も検出さ

れたが，おおむね 9Bq/kg-wet以下で推移した (Fig.

2)。その後 6-8月には主に 9-22Bq/kg-wetを検出し

(Fig. 2)，これは 3-5月に検出された濃度と比べて有意

に高かった (Mann-Whitneyのu-検定， ρ<0.01)07 

月上旬に最大値の 31Bq/kg-wetを検出した後， 8月に

は20Bq/kg-wetを超える検体は出現しなくなり，夏季

の漁期が終了した後の 10月25日および 11月3日に

は，それぞれ 6および 5.5Bq/kg-wetを示した(Fig.2)。

2012年以降の濃度は更に低下し， 0.58-0.63 Bq/kg-wet 

を検出した (Fig.2)。

試料に用いた小型浮魚類の平均体長 試料に用いた小

果結

小型浮魚類の採集と放射能測定試料の作製 水研セ中

央水研では 2011 年 3 月 24 日 ~ 11 月 3 日 ， 2012年 6

月27日， 8月20日および 2013年 2月 18日に鹿島房

総沖 (Fig.1)において主に大中型まき網で漁獲された

マイワシおよびカタクチイワシ成魚から魚種ごと採集月

日ごとに放射能測定試料を計 63検体作製した。試料作

製の前に 10個体を無作為抽出して標準体長 (Standard

length; SL， mm) を測定し，各試料の平均体長を計算

した。本研究で扱う測定試料は筋肉部位とし， 2011年

に採集した小型浮魚類については生試料 60検体を，

2012年および 2013年に採集された小型浮魚類につい

ては放射性セシウム濃度が極めて低いことを想定して灰

化試料3検体を作製した。小型浮魚類約 5-10kgから

筋肉試料を作製し，生試料とする場合には一部 (250

350 g)を抽出してミンチ状にし， V3容器に充填して試

料を作製した。灰化試料とする場合には，筋肉試料を全

て灰化させて乳鉢で挽いたものを U8容器に充填して試

料を作製した。

放射能測定について 放射性セシウムの測定には，ゲ

ルマニウム半導体検出器 (EG&GORTEC Solid-State 

Photon Detector)と波高分析器 (SEIKOEG&G MCA 

7600 Multichann巴1Analyzer)を用いた。ゲルマニウム

半導体検出器の分解能 (FWHM)は 1.80keV (60CO， 

1，333 keV)，相対効率は 33.0%であり，標準線源は 日

本アイソトープ協会社製標準ガンマ線体積源

MX033SPS (線源高 5，10， 20， 30， 50 mmとなるよう

に特注したもの)および同 MX033U8PPタイプを用い

た。測定対象核種は 134CS(605， 796 keV ;ただしサム

効果補正は行っていなし、)， 137CS (662 keV) とした。

対象核種の濃度計算においては，文部科学省放射能測定

法シリーズ71ケ.ルマニウム半導体検出器によるガンマ

材料と方法
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Fig. 2 Temporal variations of radiocesium (134CS + 
137CS) concentration in small epipelagic fish (sardine 
and Japanese anchovy) caught off the Kashima-Boso 
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型浮魚類の標準体長 (SL)の平均値は，マイワシとカ

タクチイワシでそれぞれ， 132-200 mmおよび 99-124

mmであった (Fig.3)02011年 7月に最大の放射性セ

シウム濃度を示した試料の平均 SLは 164mmであった

(Fig. 3)。放射性セシウム濃度が 20Bq/kg-wetを越え

た試料の平均 SLは，マイワシで 153-174mm，カタク

チイワシで 113-124mmであった。マイワシ ・カ タク

チイワシそれぞれについて，試料の平均体長と検出され

た放射性セシウム濃度との聞に有意な相聞は認められな

かった。なお，マイワシでは 2011年 3月下旬から 8月

にかけて，カタクチイワシでは同年4月から 7月にか

けて，平均 SLが大きくなる傾向がみられた (Fig.3)。

その後の 2012年 6月と 8月，および 2013年2月に用

いた試料の平均 SLは 192と200mm，および 139mm

であった (Fig.3)。

Radiocesium concentration 
in fish muscle (Bqjkg-wet) 

米30<

.壬30

0壬20

0豆10

Fig. 3 Mean standard length of fish samples (sardine and 
Japanese anchovy) used in this study. The vertical bar 
indicates the standard deviation. 

た，測定試料は筋肉試料の他に魚体全体から作製した試

料も含まれる(本研究では，シラスや加工品と明記され

た試料は除いた)。上記の水産庁ホームページでの公表

データにおいては採集月日が明示されていないため，本

研究では各データは公表日を採取月日に代替して扱うこ

ととした。これによると， 2011年 8月以降も引き続い

て濃度の漸減傾向がみられ， 2011年 12月以降は 5.0

Bq/kg-wetを下回り， 2012年 4月では検出下限値以下

の濃度示す検体が多くみられた。この 2012年 4月以降

の検出限界値は 137CSで平均 0.54Bq/kg-wet (範囲は

0.29-0.76)であった。なお，水研セ中央水研で 2012年

6月， 8月および 2013年 2月に灰化試料の測定から得

られた 137CSの濃度は前述の検出限界値の平均値より低

しそれぞれ， 0.38， 0.42，および 0.42Bq/kg-wetを示

した。

漁場海水中の放射性セシウム濃度福島第一原発事故

後 20 11 年 4 月 25 日 ~ 12月5日に漁場近傍の波崎

(Fig.4a)で採取された海水中の放射性セシウム濃度を，

Aoyama et af.7)が測定している (Fig.4b)。これによる

と，海水の放射性セシウム濃度は 2011年 4-5月に1.0

Bq/L未満を示したのち 6月には急増して上旬で平均

察

小型浮魚類の放射性セシウム濃度の経時変化 本研究

で、扱った水研セ中央水研による小型浮魚類の測定結果は

2011年 8月までが主体であり，時系列データの補完の

ため，ここで，水産庁のホームページで 2011年 3月

24 日 ~2013 年 3 月 21 日に公表されたマイワシとカタ

クチイワシの放射性セシウム濃度のデータ (134CSと

137CSの合計値)より ，本研究の試料と同じ水域 (Fig.

4a) で採集された 200検体のデータを引用のうえ Fig.

4bに示す(水産庁各都道府県等における水産物放射

能調査結果 [2012年 3月 30日， 2013年 3月 29日]: 

http://www.jfa.maff.go.jp/j / housyanou / kekka.html， 

2013年 6月 5日)。これらは主に地方自治体などによ

り，水研セ中央水研によるデータと同様に生試料として

7200秒測定により得られたものであるが，試料元とな

った魚類の体長に関する情報は公開されていない。ま

考
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とを反映していると分析している。その後 2012年 8月

に水研セが実施した調査によると，漁場付近 (36
0

15'N，

141
0

00'E) では放射性セシウム濃度が 16mBq/L 

(137CSのみでは 10mBq/L) まで減少していることが判

明している (平成 24年度放射性物質影響解明事業報告

書 [2013年 3月]: http://www.fra.affrc.go.jp/eq / 

Nuclear _ accident _ effects / index.html， 2013年 10月2

日)。

小型浮魚類の回遊と放射性セシウム濃度の推移 前述

のように，海水中の放射性セシウム濃度がスパイク状に

高低して推移した状況に対して，小型浮魚類の筋肉中の

放射性セシウム濃度は比較的ゆるやかに上昇および低下

をしていた (Fig.4b)。放射性セシウムが環境から魚体

中に取り込まれて一時体内に滞留するため，当然、，小型

浮魚類の放射性セシウム濃度の推移が海水より遅れて緩

やかに減少する。ただし，本研究では漁獲物から試料を

作製しているため，魚体中の濃度の推移については，漁

場における小型浮魚類の分布状況も影響しうると考えら

れる。マイワシとカタクチイワシはともに冬春季には三

陸~房総沖に広く分布し，当歳魚越冬群については三陸

沖から房総沖へと南下回避することが知られている。3-5)

鹿島市の北側に隣接する鉾田市から北茨城市の沖合では，

2011年 4-5月の時点でマイワシでは 40Bq/kg-wet，カ

タクチイワシでは 30-170Bq/kg-wetを検出した (水産

庁各都道府県等における水産物放射能調査結果

[ 2012年 3月 30日]: http://www.jfa.maff.go.jp/j / 

housyanou/kekka.html， 2013年 6月5日)。このことよ

り，波崎の海水中の濃度が上昇する前に小型浮魚類にお

ける放射性セシウム濃度が上昇し，かっぱらつきがみら

れた要因としては，波崎より比較的放射性セシウム濃度

の高い，北側の海域に分布していた魚群が南下して漁場

に加入したことが考えられる。ここで，マイワシとカタ

クチイワシ各々の漁況を基にした分布生態と照合のう

え，魚体中の放射性セシウム濃度の推移についての分析

を進める。なお， 2011年 3-8月ではカタクチイワシよ

りマイワシの水揚げ量が多く，この期間における千葉県

のマイワシの水揚げ量 (6万 6千トン)は，カタクチイ

ワシの水揚げ量 (3万3千トン)の約2倍であった。8)

比較的水揚げ量の多いマイワシについて，冬春季には南

下群がまき網漁業の主な漁獲対象となるが，夏季には 2

歳魚以上で構成される北上群に切り替わることが知られ

ている。(我が国周辺の水産資源の現状を知るために

漁海況予報 [2013年 12月20日更新]: http://abchan. 

job.affrc.go伊/koshin_2.html， 2014年 1月8日)ただ

いマイワシ 2010年級群の資源への加入量が 2002年

以降で最も多い状況であり 9)さらに 2011年冬春季か

ら夏季の漁期中には 2010年級群が房総沖に広く分布し

ていたため，これより年齢の高い 2歳魚以上はわずか

小型浮魚類の放射性セシウム濃度

(a) 

Fig. 4 (a) Locations of the fishing ground of fish samples 

(sardine and ]apanese anchovy) in this study (shaded 

area) ， and the sampling site of sea water (star) after 
Aoyama et al.7l Thin curved arrows indicate warm 

wat巴reddy currents after Aoyama et al.7l (b) Tem-
poral variations of radiocesium (134CS + 137CS) concen-
tration in small epipelagic fish (sardine and ]apanese 

anchovy) caught off the Kashima-Boso area， and sea 

water after Aoyama et al.7l The National Research In-

stitute of Fisheries Science (NRIFS) measured the 

radiocesium concentration of fish muscle. Data after 
the Fisheries Age凹 y(FA) indicates radiocesium con-

centration in both muscle and wholebody of fish. The 
plot below the x-axis indicates the existence of data for 

which radiocesium concentration was below the detec-

tion limit. 

3.9 Bq/Lを示し，中旬に最大値 (4.4Bq/L) を示した

のち下旬には漸減して平均 3.4Bq/Lになり，その後も

減少を続けて 7月下旬には平均1.1Bq/L， 8月下旬に

は平均1.0Bq/L未満を示した (Fig.4b)o7)同海域にお

ける小型浮魚類の放射性セシウム濃度の推移とは異なり

(Fig. 2， 4b)， 6月にスパイク状に推移した海水の放射

性セシウム濃度は， 4-5月および 7-8月時点の濃度と比

べて有意に高い (Mann-Whitneyの ι検定，P<0.05)。

この状況について Aoyamaet a[.7)は，福島第一原発事

故の影響を強く受けた海水の南下が暖水渦の存在 (Fig.

4a) によって一時的に阻まれ， 6月上旬に波崎に到達こ
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Fig. 5 Comparison of mean 137CS concentration per 
month between sea water after Aoyama et al.7) and 
small epipelagic fish (sardine and ]apanese anchovy) 
measured by the National Research Institute of Fish-
eries Science (NRIFS)， from May to November 2011. 
Horizontal and vertical bars indicate the standard devi-
ation of each data， respectively. 
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ると仮定して，前述の放射性セシウム濃度の月平均値か

ら小型浮魚筋肉中の 137CSの濃縮係数(生物中濃度/海

水中濃度)を試算すると， 2011年には 5-94の間で変

動し，このうち 10月および 11月にはそれぞれ 34およ

び46を示した。水研セによる調査結果(平成24年度

放射性物質影響解明事業報告書 [2013年 3月]: http:// 

www.fra.a宜'rc.go.jp/ eq / Nuclear _ accident _ effects / in-

dex.html， 2013年 10月2日)より 2012年 8月におけ

る漁場付近の海水の濃度をもとに 137CSの濃縮係数を求

めると， 2012年 8月には 42を示した。福島第一原発

事故前の 137CSの濃縮係数は魚類全般では 10-100，マ

イワシでは 20-40を示していたことから， 11) 2011年秋

季以降には，当該海域で採集された小型浮魚類の濃縮係

数はこの範囲に戻りつつあると考えられる。また，福島

第一原発事故前の 2009年 6月に同海域で採集されたマ

イワシの筋肉中の 137CS濃度は 0.038Bq/kg-wetである

のに対して，12)本研究では 2012年 8月および2013年2

月時点でも 0.42Bq/kg-wetと福島第一原発事故前の 10

倍程度高い濃度が検出されている。一方，海水中の

137CS濃度は 2009年 6月に 2.2mBq/Lであったことか

ら， 13)2012年 8月時点では福島第一原発事故前の約4.5

倍に相当する。したがって，小型浮魚類の濃度の減少に

先行して海水中の濃度が減少していることが明らかにな

った。以上の事より，放射性セシウム濃度の急激な変化

は収束しているものの，依然として福島第一原発事故前

より濃度の高い状況にある。今後も小型浮魚類における

放射性セシウムの漸減過程を継続的かつ長期のモニタリ

ングにより追跡して，放射性セシウムの海洋生態系にお

ける動態を分析してゆくことが必要である。

に漁獲物に混じる状況であった(我が園周辺の水産資源

の現状を知るために漁海況予報 [2011年 7月29日

更新]: http://abchan伊b.affrc.go担/koshin _ 2.html， 

2014年 1月8日)。本研究で試料として用いた魚体の平

均体長が常磐~房総海域における漁獲物の体長組成の

モード8)とほぼ一致していたことから，本研究では

2011年 3-8月にかけてマイワシ 2010年級群を追跡し

て調査していたと判断した。試料とした魚体の平均体長

から判断して，その後， 2012年8月までマイワシ 2010

年級群を追跡しており， 2013年 2月の試料はマイワシ

2012年級群の 1歳魚を追跡したと判断した。漁場にお

ける魚群の入れ替わりが魚の放射性セシウム濃度の推移

に影響していた例として，福島県沿岸域のカタクチシラ

スが知られているが， 10)本研究で、分析を行ったマイワシ

に関しては， 2010年級群の放射性セシウム濃度の経時

的な漸減を追跡していたと考えられる。つぎに，カタク

チイワシについて， 4-6月では 1歳魚 (2010年級群)

が漁獲の主体であり(我が国周辺の水産資源の現状を知

るために 漁海況予報 [2011年 7月29日更新]: http: 

/ / abchan.job.affrc.go担/koshin_2.html，2014年 1月8

日)，マイワシと同様，試料に用いた魚体の平均体長は

2011年 3-8月における常磐~房総海域の漁獲物の体長

組成のモード8)とも概ね一致していた。したがって，本

研究で扱ったマイワシ・カタクチイワシでは共に，

2011年の当該海域における 1歳魚の放射性セシウム濃

度の経時変化を継続して追跡していたものと判断した。

福島第一原発事故前後の状況比較福島第一原発事故

により放出された放射性セシウムの 134CSと137CSう

ち，半減期が比較的長く (30.1年)福島第一原発事故

前の状況と比較が可能な核種の 137CSを用いて，さらに

議論を続ける。

波崎の海水中の放射性セシウム濃度のデータが上旬か

ら下旬まで揃う 2011年 5-11月の測定値を用いて，

2011年における海水と小型浮魚類の 137CS濃度の変化

を月平均値で比較した (Fig.5)。小型浮魚類では， 5月

の平均 6.1::1::4.3 Bq/kg-wetから 6月および 7月に 8.8::1::

3.8，および 8.9::1::3.9 Bq/kg-wetを示し， 8月には 7.9

土2.0Bq/kg-wetと， 6-7月と同様の平均値ながら比較

的小さい偏差を示した (Fig.5)。その後， 10-11月に

は5月の約半分まで低下して 3.2-3.4Bq/kg-wetを示し

た。一方，海水では 5月に 0.07::1::0.02 Bq/Lを示した

後， 6月に1.65::1::0.77 Bq/Lの最大値を示した。 7月に

0.95::1:: 0.30 Bq/Lに減少した後も減少を続け， 11月に

は5月と同様の 0.07::1::0.01 Bq/Lを示した。このよう

に，海水では 6月のピーク以降に急減していたが小型

浮魚類の濃度は 8月までは比較的高い値を維持してお

り，海水とは時間差をもって減少をしていた傾向が明ら

かになった。小型浮魚類と環境水との間で平衡状態にあ
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環境ストレス負荷によるホタテガイ Mizuhopectenyessoen-

sisの活力低下と閉殻筋ATPおよびアルギニンリン酸含量の

関係

武田忠明(道中央水試，北大水)，棲井泉(東海大生物)， 

前川公彦(サロマ湖養殖漁協)，埜津尚範(北大院水)

サロマ湖等で度々発生するホタテガイの大量へい死は，生息

環境の変動ストレスが一因とされるが，十分に解明されていな

い。そこで貝の活力とエネルギー成分の関係を明らかにするた

め，貝に各種ストレスを負荷し，活力と閉殻筋ATPおよびア

ルギニンリン酸量を測定した。その結果，高水混と低塩分飼育

では活力低下およびATP量減少に先行してアlレギニンリン酸

量の有意な減少が認められた。無酸素および振動流下でも活力

低下に伴いアルギニンリン酸量が有意に減少し，アルギニンリ

ン酸量が貝へい死の有用な予測指標であることが分かつた。

日水誌， 80 (5)， 753-760 (2014) 

低塩分海水養生期間と真珠のキズ・シミ，巻きとの関係

渥美貴史，青木秀夫，田中真二(三重水研)， 

古丸明(三重大院生資)

低塩分海水養生の効率化を目的に，塩分25psu海水入り水

槽(低塩分水槽)への収容日数が真珠のキズ・シミの有無，真

珠の巻きに及ぼす影響を調査した。その結果，収容8日間の

無キズ珠率が最も高く，収容0日間(海上養生)よりも 2倍

以上高かった。また，収容8日閉までの場合，真珠直径に顕

著な差は見られなかったが，収容 14日間では 8日間までの値

よりも有意に小さかった。以上の結果から，真珠の巻きに影響

が出ず，しかも無キズ珠率が最も高くなる低塩分海水養生期間

は8日間であると判断された。

日;水誌， 80 (5)， 761-768 (2014) 

ユズ果皮ぺーストを添加したブリ飼料による成長への影響と血

合筋の褐変および脂質過酸化の抑制効果の確認

深田陽久(高知大農， JST -CREST)， 

松浦拓人，高橋紀行，益本俊郎(高知大農)

本研究では，ユズ果皮を添加したブリ飼料 (50gユズ果皮

ペースト/1，450g飼料)よる成長への影響と血合筋の褐変・脂

質過酸化抑制効果を確認した。ユズ果皮添加飼料を給餌された

ブリ(ユズ区)の成長は，対照区と同等であった。ユズ区にお

ける血合筋の褐変と脂質過酸化は，対照区と比べそれぞれ，給

餌3週と給餌3および4週で有意に抑えられていた。しかし

ながら， 4週にわたる給餌後の 5日聞の絶食によってそれらの

効果は消失した。 日水誌， 80 (5)， 769-775 (2014) 

人工増殖場におけるアサリの成長および生残適地の選定手法

楼井泉(東海大生物)，中山威尉(~"路振興局)， 

秦安史(道中央水試)，前川公彦(サロマ湖養殖組合)， 

山田俊郎(西村組)，田中良男(東京久栄)， 

桑原久実(水研セ水工研)

北海道サロマ湖アサリ人工増殖場において，稚貝の成長・生

残に適した成育場の選定手法を検討した。 1，2および4工区を

対象としたケージ試験と平面波浪場解析の結果，肥満度は 1

工区沖側が最も高く，波・流れによる稚貝の移動確率は 1-3

工区では沖側ほど低いことが示された。そこで， 1工区沖側を

稚貝の成育適地と想定し， 1工区沖側と 4工区岸側において稚

貝の放流試験を行った結果，前者は後者に比べて放流 12か月

後の稚貝の殻長が1.7倍，生残率が 4.4倍になることが示さ

れ，適地選定の妥当性が実証された。

日水誌， 80 (5)， 776-785 (2014) 

鹿島房総沖における小型浮魚類(マイワシ，カタクチイワシ)

の放射性セシウム濃度

高木香織，藤本賢，渡溢朝生，帰山秀樹，重信裕弥，

三木志津帆，小埜恒夫，森永健司(水研セ中央水研)， 

中田薫，森田貴己(水研セ本部)

福島第一原子力発電事故後の 2011-2013年に鹿島房総沖で

漁獲された小型浮魚類 63検体の放射性セシウム濃度を測定し

た。小型浮魚類の放射性セシウム濃度は 2011年7月に 31Bq/ 

kg-wetの最大値を検出した後，減少傾向を示し， 2012年以降

はごく低い濃度で推移し (0.58-0.63Bq/kg-wet)，漁場付近の

海水の放射性セシウム濃度と時間差をもって同調して推移して

いた。 日水誌， 80 (5)， 786-791 (2014) 

京都府産サワラの岡山市場における評価に関する価格分析→国

別効果の検証による評価差異に関する定量評価

有路昌彦(近大農)，上野陽一郎，山崎淳(京都海セ)

京都府の定置網漁業で重要なサワラの中心的市場が，岡山中

央卸売市場である。そこで，京都府産サワラが岡山市場でどの

ように評価されているかを明らかにし，産地努力に反映させる

ことは有益である。季節性や需給バランスという量的要素と品

質やブランド等の質的要素によって価格が形成されていること

から，この両方を同時に説明できるようにパネルデータを用い，

2つの要素を分離する分析を行った。結果，条件がほぼ同じ近

隣県産と質的評価に平均価格にして 12%の差があり，この差

は産地努力で改善される余地とみられる。

日水誌， 80(5)， 792一797(2014) 
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