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Ⅲ 調査概要 

藻場に対する影響力が大きいと推測されているイスズミ類を対象に、近年特に知見が集まりつつある長

崎県において、バイオテレメトリー法と潜水観察による行動特性の解明を行った。 

 

Ⅳ 調査方法 

長崎県壱岐市和歌地先において、ノトイスズミ（Kyphosus bigibbus）の夏以降の行動把握を目的とし

たバイオテレメトリー調査（以下、バイテレ調査）を実施した。冬季に本種の成魚が蝟集する消波構造物

周辺を対象に、Vemco 社製の受信器（VR2W）を昨年度よりも広域に再配置した上で、同社製のピンガ

ー（V13）を外部装着した試験魚 3 尾を 2014 年 7 月 23 日に放流し、翌年 2 月までに 3 回に渡って受

信器からデータを回収した。また、Fusion 社製のピンガー（FPX-1030）をやはり外部装着した試験魚を、

7 月 23 日に 4尾、8 月 28 日に 2尾放流し、それぞれ放流直後とその 1か月後に受信器を搭載した小

型漁船あるいは設置型受信器で追跡調査を行った。あわせて消波構造物への蝟集状況の時系列変化

を把握する目的で、和歌地先の消波構造物周辺において潜水観察を実施し、過去に得ていた情報ととも

に整理した。 

 

Ⅴ 調査結果 

海底に設置した 7 台の受信器には全 3 尾の受信が見られたが、うち 2 尾はごく短期間の受信に限ら

れた。残りの 1 尾は放流直後に最北の St.7 付近に急速に移動したが、その後はほとんど移動しない状

態が電池寿命の限界近くまで続いたため、発信機が脱落、あるいは放流魚が死亡した可能性が考えられ

た。これら 3 尾に共通した行動パターンは見られなかった。Fusion 社製のピンガーを装着した試験魚の

追跡のうち、7 月 23 日に放流した 4 尾については、受信器の不調によって放流直後の追跡が困難にな

り、1 か月後に再度実施した広域での探索調査でも見つけることができなかった。8 月 28 日に新たに放

流した 2 尾のうち、1 尾は翌日まで放流地点付近に留まっていたことが確認できたものの、その 1 か月後

の調査では発見することができなかった。 

和歌地先の消波構造物で実施した潜水観察の結果では、1～4 月にノトイスズミ成魚の群れが最多で

約 1,000 尾確認されたが、夏や秋には手のひらサイズの小型魚が若干観察されるだけで大型成魚はほ

とんど観察されなかった。 

 

Ⅵ 考察 

  壱岐市の消波構造物には毎年ほぼ 1～4 月にノトイスズミ成魚が集まることが複数年に渡る潜水観察

から把握された。この時期の行動パターンについては前年度までの調査によって詳細な知見を得ること
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ができた。しかし、消波構造物から群れがいなくなる初夏以降の行動については、これまでと同様に今年

度の調査でも十分な情報を得ることができなかった。多くの放流魚が放流から短期間の間に受信されなく

なったが、ハワイに生息するイスズミ（K. vaigiensis）が約 400 日の間に島の西岸から東岸に移動して、

推定移動距離は 400 ㎞を超えたことや、夏季にはやはり受信が見られなくなったことを考慮すると、本種

もこの時期には調査範囲外のより広い水域を回遊している可能性が示唆された。また、大西洋に生息す

るイスズミ属の 1種（K. sectatrix）は、海岸から 10㎞も沖の水深 30～40m付近に集まって産卵すること

が報告されており、ノトイスズミも産卵期とされる 6～10月頃には沿岸を離れている可能性もある。 

ノトイスズミの効率的な漁獲方法の開発に向けて、和歌地先で得られた日周性の行動様式や回遊範囲、

蝟集時期に関する知見は、刺し網の設置場所や時期、タイミングを検討する上で有益であろう。その他の

季節では、定置網への主な入網時期を地先ごとに把握（長崎市では春季～梅雨時、五島市では 7 月以

降の夏季と若干異なる）し、確実に水揚げすることが効果的と考えられる。また、沿岸浅所での刺し網漁

業者によると、長崎市沿岸では夏季（7～9 月）を除く季節にイスズミ類が混獲されることから、その季節に

刺し網操業を繰り返すことである程度まとまった漁獲が期待できるだろう。 

 

Ⅶ 今後の課題 

ノトイスズミの群れが長崎県や宮崎県（本報告書の同県水産試験場による報告を参照）で発見されたこ

とは、他の県や水域でも同様の群れが形成されている可能性を強く示唆しており、より広域での実態把握

が必要である。長崎県におけるノトイスズミの産卵期は 6～10月頃であり、その時期の行動範囲や産卵場

所などを特定することは本種の採食圧を下げる上で重要と考えられるが、これまでの沿岸域での調査から

は十分な知見を得ることができず今後の課題として残された。海外に生息するイスズミ属の知見に基づけ

ば、沖合も含むより広い水域を視野にいれた調査の必要性が示唆される。 

冬から春は消波構造物に集まり、それ以外の季節は消波構造物を離れ、秋頃から浅瀬で刺し網にか

かるようになるとの知見が得られたことから、今後は特定の地先において冬～春に消波堤やその周辺で、

秋～春には沿岸浅所で定置網や刺し網漁を継続させて漁獲量を増やすとともに、周辺の藻場や磯焼け

域の変動過程を同時に把握することで、本種の採食圧低減効果を実証する作業が求められる。 
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イスズミ類の行動特性の解明 

 

【目的】 

本邦の温帯域ではアイゴとブダイが藻場への影響力の大きな魚種として広く知られる 1）が、植食性であ

るイスズミ類にも着目する必要があると指摘されている 2）。本邦にイスズミ属 4 種が分布することは比較的

最近 3、4）明らかにされたことであり、一部地方を除いて一般的には市場価値も低いことから、現在でも“イ

スズミ”と一括して扱われることが多い。このため、イスズミ属の種別の生態特性に関する知見は極めて不

足しており、藻場への影響評価も遅れている。そこで、長崎市で漁獲された“イスズミ”の 9 割以上を占め

ることが知られているノトイスズミ Kyphosus biggibus2）を対象に、日々の行動様式や移動範囲、経路な

どを解明する。 

今年度はこれまでと同様に長崎県壱岐市和歌地先において、消波構造物周辺における本種の行動

特性を把握する。特に当地先の消波構造物への蝟集が見られなくなる時期における行動特性を把握す

ることで、より長期に渡った効率的な漁獲方法の開発に資することを目的とする。 

 

【方法】 

長崎県壱岐市におい

て、ノトイスズミ成魚（図 1）

を用いたバイオテレメトリー

調査（以下、バイテレ調査）

を実施した。今年度は 2 種

のピンガー（発信器）を用

いて、半城湾（図 2）の定置

網で漁獲された個体を和

歌地先の消波構造物前に放流して追跡を

行った。本来は消波構造物に蝟集する個体

を用いたかったが、放流までの期間に海面

養殖筏等を使って飼育すると網との擦れに

よって魚が弱ることと、6 月上旬の潜水観察

ですでに蝟集が見られなかったことから、近

隣の定置網で漁獲された個体を用いた。 

ピンガーの一つは Vemco 社製の V13

で、計 3 尾に装着して和歌地先の消波構造

物前（図 2の St.2）に 7月 23日の 14時に

放流した（表 1）。放流に先駆けて、同社製

の受信器（VR2W-69ｋHｚ）計 7 台は昨年度

より広範囲をカバーするように再配置した

（図 2）。受信データの回収は、2014年 8月

22 日、9 月 27 日、翌年 2 月 20 日に行っ

図 1. 新たに採用したピンガーの外部装着法． 

 

図 2. 受信器（右上）7 台（黄色の数字）の配
置図．No.2の北側が消波構造物． 

半城湾 

和歌 
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た。もう一つのピンガーはフュージョン社製の FPX-1030で、これを計 6尾に装着した（表 1）。このピンガ

ーは、装着直前に発信間隔を設定できるが、7 月 23 日の放流では 4 尾中 2 尾を 15 秒間隔に、残りの

2 尾を 90 秒間隔にセットした。8 月 28 日の放流では、追跡しやすくするために 2 尾ともに 10 秒間隔と

短くした。これらの追跡は、垂下式受信器 4台を搭載した小型船舶で行ったが、7月 23日の放流直後の

追跡では受信機の不調により夕刻から翌日まで予定していた追跡は断念した。8 月 28 日の放流後と翌

29 日には、同日放流した 2 尾と 7 月に放流した 4 尾の受信を目標に広い水域での探索を実施した。ま

た、9月 26～27日には同社製の海底設置型受信器（FMR-1000）1台も図 2のNo.7付近に設置した。

ピンガーの装着については、魚の腹部を切開・縫合する必要がある体内装着法を避け、試験魚への負担

が小さい新たな体外装着法を採用した。本手法では、ピンガー1 つ当たり結束バンド計 4 本を用い、うち

2 本はそれぞれピンガー両端近くの周囲を巻くとともに、先端部は魚の背部を貫通させ、残り 2 本はこの

貫通した先端部のストッパーとして頭部のみを使用する。また、魚体との刷れ防止用に、魚体に接する 4

箇所には薄いゴムをあてがう（図 1）。 

 

【結果】 

放流したノトイスズミと装着したピンガーの詳細は表１の通りである。試験魚の尾叉長は 43～51cm、体

重は 1.7～3.4kg であった。電池寿命の範囲内で何らかの受信が見られたのは、計 9 尾のうちの 4 尾で

あった。 

海底に設置した 7台の Vemco社製受信器による受信結果を図 3に示す。同社製のピンガーを装着し

た放流魚の受信は、全 3尾について、また全 7台において見られた。ただし、うち 2尾は放流後のごく短

期間の受信しか見られず、No.1407-7は放流日の 21：11に受信器No.3を最後に、No.1407-6は 7月

28日まで消波構造物の近くにいることが多く、時折受信器 No.3 や 1近くに移動したが、7月 28日 13：

18 の受信器 No.１での受信が最後であった。残りの 1 尾である No.1407-5 は放流直後に北上を開始し

（図 3 右）、最北の受信器 No.7 付近に急速に移動した後は、同受信器での受信だけが 9 月 27 日まで

継続した。この個体の放流直後の北上過程（7/23-7/24）において、隣接する各 2 台の受信器間の受信

時刻差（南側の受信器で最後に受信された時刻と北に隣接する受信器で最初に受信された時刻の差）と

表 1. バイテレ調査に用いたノトイスズミとピンガーの詳細． 

放流日 個体No. FL (ｍｍ） BW (ｇ） ピンガー
* 発信間
隔（秒）

電池寿
命（日）

ピンガー
取付法

放流魚の履歴
受信
有無

1407-1 470 2400 F 15 30 なし

1407-2 485 2380 F 15 30 なし

1407-3 510 3380 F 90 180 なし

1407-4 490 2800 F 90 180 なし

1407-5 449 1840 V 20-40 104 あり

1407-6 432 1700 V 20-40 104 あり

1407-7 465 2320 V 20-40 104 あり

1408-1 510 2700 F 10 40 あり

1408-2 450 2150 F 10 40 なし

*　F:　フュージョン社製FPX-1030、V:　Vemco社製V13

・2014/6/27に半城湾の定置網で
漁獲

・海面いけすで飼育後、７/22にピ
ンガー取り付け

体外2014/7/23

2014/8/28

・2014/8/6もしくは8/18に半城湾
の定置網で漁獲

・海面いけすで飼育後、８/23にピ
ンガー取り付け

体外
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両者間の直線距離から単純計算すると、遊泳速度は 22.9～43.5 m/分、平均 29.2 m/分であった。ただ

し、この計算では環境条件などによって変化するとされる受信器の受信距離は考慮していない。 

Fusion 社製のピンガーを装着した放流魚の追跡結果を図 4 と 5 に示す。7 月 23 日には、4 尾の放

流直後から小型船による追跡を開始した。しかし、港内での事前テストでは問題が見られなかったにもか

図 3. 海底に設置した 7 台の受信器（図 2）による受信結果（7/23－10/4）. 

 右下は右上のうち放流直後の拡大図． 

Fish 1407-7

Fish 1407-6

Fish 1407-5

Fish 1407-5

8/23 8/22 

図 4. 7/22 放流の 4 尾を対象とした小型漁船による追跡結果．ピンガーはフュージョン社製． 
    白丸は受信のなかった地点、黄色の△は放流地点． 
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かわらず、追跡開始直後から受信器の調子が悪くなり、続行困難となった。その後製造元による補修を経

て、ピンガーの電池寿命内である 8/22-23にも広域にわたる調査を実施したが（図 5）、4尾のいずれも受

信されなかった。 

8 月 28 日には、発信間隔 10 秒のピンガーを装着した 2 尾（尾叉長 45、51cm、体重 2.2、2.7ｋｇ）を

新たに放流し、その直後から船による追跡を開始した。うち 1 尾は放流直後から受信されなくなったが別

図 5. 7/22 放流の 4尾と 8/28放流の 2 尾を対象とした小型漁船による追跡結果． 
    赤丸は Fish1408-1 の受信があった地点、白丸はなかった地点、黄色の△は放流地点． 

8/28 8/29 

図 6. 壱岐市和歌の消波構造物に蝟集するノトイスズミ成魚の尾数
の時系列変化．潜水観察に基づく．オレンジの帯が 1～4月. 
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の 1 尾（表 1、No.1408-1）は翌日まで放流地点付近に留まっていたことが確認された（図 4 下）。この放

流から 1 ヵ月後の 9 月 26日 11 時 25分から翌 27日 14 時 41 分の間、図 2の St.7 付近の海底に設

置した受信器 1台（フュージョン社製）では、いずれの魚も受信されなかった。 

  和歌の消波構造物で実施した潜水観察の結果から、おおよその数ではあるが、2010 年 4 月から

2015 年 2 月までの観察尾数を図 6 に示す。ここでは大型成魚の観察結果のみを表示している。大型成

魚の蝟集は最多で約 1,000尾（2012年 2月）に達していたが、それ以外の年は約500尾以下であった。

蝟集が高頻度で認められたのは、いずれの年もおよそ 1 月から 4 月であり、夏や秋には手のひらサイズ

の小型魚が若干観察されたものの、大型成魚はほとんど見られなかった。 

 

【考察】  

  ノトイスズミ大型成魚の消波構造物への蝟集は、壱岐市和歌地先では毎年ほぼ 1～4 月に見られるこ

とが複数年に渡る潜水観察から明らかとなった。多くの場合 500尾程であったが、およそ 1,000尾に達し

た年も見られた。この冬～春季の行動については、前年度までの調査によって日周期性のパターンや回

遊範囲などを詳細に把握することができた。しかし、消波構造物から群れが見られなくなる夏～冬季の行

動については、昨年度までの調査からは十分な知見が得られず、今年度も多くの放流魚の信号が放流

後の短期間に受信されなくなった。小型船での追跡調査では当初の受信器の不調も影響したが、消波

構造物に集る時期に比べて放流直後から大きく移動するか、岩陰などに隠れてしばらく出てこなくなる可

能性が考えられる。魚体への負担が小さい発信器の装着法を採用したにも関わらず、放流から 1 ヵ月後

の広域調査でも受信されなかったことは、行動範囲が調査範囲を超えていた可能性も示唆する。ハワイ

で行われたイスズミ K. vaigiensis のバイテレ調査でも、沿岸の広域（41 ヶ所）に受信器が配置されたに

もかかわらず、夏季には受信が見られなくなったことや、約 400 日の間に島の西岸から東岸に移動し、推

定移動距離が 400 ㎞を超えたことが報告されている 5)。これらのことは、冬～春季と夏季以降ではイスズ

ミ類の行動パターンや活動水域が大きく異なる可能性を示すと考えられる。また、大西洋に生息するイス

ズミ属の 1種K. sectatrixは、海岸から 10㎞沖の水深 30～40m付近に集まって産卵することが報告さ

れており 6)、ノトイスズミも産卵期である夏季から秋季（6～10 月）7）には沿岸を離れている可能性もあるだ

ろう。 

  これまでのバイテレ調査結果や漁業者から得られた知見に基づき、本種の効率よい漁獲が期待でき

る方法を表 1 に整理した。現状では、冬～春季に消波構造物に蝟集する特性を利用して、消波構造物

の近傍において日中に刺し網を設置することが最も効率的と考えられる。この期間、本種は夕方に消波

構造物を離れ、翌早朝には戻るという行動パターンを示すことから、この出入りの時間帯を狙って刺し網

を設置することも効果的であろう。また、夜間の移動経路が推定できる場合、経路途中に夜間刺し網を設

置すればやはり漁獲が期待できるだろう。ただし、長崎市野母町の消波構造物に集る小規模な群れ（お

よそ 200 尾）の場合、事前にダイバーが水中観察をして群れを確認した上で刺し網を設置したが、設置

後には群れが見られなくなっていた。これは群れの規模が小さいと警戒心が強い可能性を示していると

考えられることから、群れの規模が小さい場合は注意が必要である。一方、夏季には行動パターンが変わ

り、ノトイスズミの群れは消波堤に蝟集しない場合が多い。長崎市地先（地元漁業者情報）や宮崎県内

（宮崎水試の報告を参照）での沿岸浅所での刺し網操業でも、6～9月（宮崎では 6～8月）までの間は本

種の漁獲がほとんど見られなかった。これらのことから、現状ではこの時期の沿岸浅所での刺し網操業に
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よる漁獲の可能性は低いと考えられる。秋季～初冬のノトイスズミの行動パターンについては長崎県野母

町地先でのバイテレ調査から、日中は藻場に出現することが報告されている 3）。また、上述の刺し網操業

試験でも 10月以降になるとまとまって漁獲される場合が見られることから、この時期には沿岸浅所での刺

し網を繰り返すことである程度の漁獲が期待できるだろう。定置網に入網する時期については地先によっ

て差が見られ、長崎市では梅雨前後、五島市では夏に比較的まとまって入るとの情報が得られた。その

原因は明らかではないが、定置網の設置水深などが影響している可能性がある。地先によって定置網に

入る時期を把握し、その時期には確実な水揚げを継続することが効果的な除去に繋がると期待される。 

 

 

漁 法 場 所 時期・対象 留意点など 

刺 網 
消波構造物 

冬～春 蝟集している日中に網を設置する 

朝夕の消波構造物の出入りを狙って設置する 

初夏 朝夕の通過時を狙って設置する 

小規模な群れ 警戒心が強いので脅かさないように注意する 

沿岸浅所 10～6月頃 何度も繰り返すことが必要 

定置網 沿岸 5～11月 地先によって主な漁獲時期が異なる 

 

【今年度の成果と今後の課題】 

今年度の調査では、これまでデータの得られていなかった夏から秋の行動を把握するために計 9 尾の

試験魚を放流したが、小型漁船での追跡と海底に設置した受信器での長期追跡のいずれにおいても、

短期間の受信しか得られなかった。考察で述べた通り、海外での研究例などから本種はさらに広い水域

を回遊したり、産卵期には沿岸を離れる可能性が示唆されることから、今後夏から秋の行動を把握するた

めには、沿岸域にとどまらないより広い水域を視野に入れた調査研究が必要と考えられる。 
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Ⅰ 調査課題名 

ノトイスズミの大量漁獲技術の開発と藻場のモニタリング 

 

Ⅱ 実施機関及び担当者名 

（独）水産総合研究センター 水産土木工学部 生物環境グループ 桑原久実 

 

Ⅲ 調査概要 

平成 25 年度までの調査により、冬期の水温が低い時期、消波ブロックの空隙にノトイ

スズミが大量に蝟集することを確認した。また、ピンガーを用いた行動追跡調査により、夜

間の行動特性を確認した。移動経路では、磯焼けの様相を呈している場所が確認されている。

このようなことから、ノトイスズミの除去による、海藻への採食圧の低減、藻場の再生を目

的として、壱岐市の和歌漁港、初瀬漁港、沼津の瀬の各消波堤の周辺において、海藻の生育

状況調査やノトイスズミの蝟集状況と捕獲調査を行った。 

 

Ⅳ 調査方法 

① 藻場モニタリング調査 

和歌漁港と初瀬漁港周辺の 3 地点と、観音、嫦娥崎の計 8 地点で潜水観察を実施。 

 

② ノトイスズミの蝟集状況調査および捕獲調査 

蝟集状況調査は、これまでの調査でノトイスズミの群れが比較的安定して確認されて

いる和歌漁港、初瀬漁港、沼津の瀬で実施。 

藻場モニタリング調査を行う和歌と初瀬では、刺し網にて捕獲調査を実施。ただし、捕

獲にあたっては、100 尾以上の蝟集が確認された場合に行うこととした。 

 

Ｖ 調査結果 

① 藻場モニタリング調査 

＜平成 26 年 4 月調査＞ 

いずれの地点においても大型海藻は少なかった。主要な海藻種であるアラメ類につい

てみると、昨年度の同時期に比べて大きく衰退し、幼体を除けば茎部または根部のみとな

った株ばかりが観察された。これは、昨年（2013 年）夏季に高水温期が長期間続いたこ

と、植食性魚類の活性が高い時期が長かったことが推察される。 

＜平成 27 年 3 月調査＞ 

今回の調査では 1 才（2 年目）まで生長したクロメが多く確認された。秋から冬季におけ

る九州北側の海域では、海藻の生育状態が良好であり、郷ノ浦地区においても同様な傾向が

みられ、藻場は全般的に回復傾向がみられた。 
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② ノトイスズミの蝟集状況調査および捕獲調査 

＜平成 26 年 4 月調査＞ 

ノトイスズミは和歌漁港で 400 尾、沼津の瀬で 3,000 尾、初瀬漁港で 1,500 尾の群れ

が観察された。蝟集状況については年変動も大きいため、評価が難しいが、和歌漁港では

昨年度に比べて大規模な蝟集が確認されなかった。 

捕獲量は、これまでの経験から、群れの 1 割程度が捕獲できると考えていたが、今回

は和歌漁港と初瀬漁港ともに少なかった。群れが小規模であるほど刺し網には掛かりに

くいことが示唆され、頻繁に刺し網を仕掛けると、刺し網を忌避する行動が強くなるよう

に窺えた。 

＜平成 27 年 3 月調査＞ 

和歌漁港では、約 500 個体のノトイスズミの群れを確認した。 

和歌漁港周辺の捕獲調査は、昼間が No.1 で 11 個体、No.2 では 2 個体だったのに対し

て、夜間では No.1 で 19 個体、No.2 では 29 個体と多かった。 

初瀬漁港では、約 1,500 個体のノトイスズミの群れを確認した。 

初瀬漁港で撒きエサを撒いてみたが、ノトイスズミが蝟集する様子は確認できなかっ

た。 

初瀬漁港周辺の捕獲調査は、昼間設置し、翌日の午前中に回収した（設置時間約 19.5

時間）ところ、ノトイスズミが 139 個体捕獲された。 

 

Ⅵ 考察 

① 藻場のモニタリングからは、消波堤にはノトイスズミの蝟集と採食痕が数多くみられる

ことから、除去対策の効果が発現しているとは考えにくい。 

② 昼間は、消波堤から大きく離れて遊泳しないことや、離れたとしても刺し網を忌避する

行動がみられるため捕獲量は少ないが、夜間は捕獲量が増加している。このことから、

夜間は昼間よりも行動範囲が広がることや網に対する警戒がなくなることが示唆され、

夜間に移動する行動特性を裏付ける結果が得られた。 

③ 消波堤の先端を囲む刺し網は、容易なことではなく、特に時化た時などは作業が中止に

なることが多い。さらに刺し網が消波ブロックに掛かることや擦れることによる刺し網

への損傷も大きい。今回のように、ノトイスズミの行動情報を基に刺し網を設置できれ

ば、比較的少ない労力で捕獲することが可能になると思われる。 

 

Ⅶ 今後の課題 

これまでの調査から、①低水温期に消波堤周辺にブロックに蝟集する、②刺し網で大量に

漁獲できること、③昼間より夜間の方が多く漁獲できること、④ノトイスズミの行動がわか

れば、移動経路上に刺し網を仕掛けることが捕獲できるが明らかとなった。イスズミ類の生

態は不明な点が多いため、今後も知見を増やすとともに、他地域での情報収集が必要である。 
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1.調査目的と概略 

「平成 26 年度水産生物の生活史に対応した漁場環境形成推進委託事業のうち各生活史段階に応じ

た漁場機能を強化する技術の開発・実証の委託契約」を実施するにあたり、昨年度に植食性魚類であ

るノトイスズミの除去対策を実施した海域において、海藻の生育状況調査やノトイスズミの蝟集状況

調査などを行う。 

なお、平成 25 年度までの調査により、壱岐市の和歌漁港、初瀬漁港、沼津の瀬の各消波堤では、

冬期の水温が低い時期にノトイスズミが大量に蝟集し、消波ブロックの空隙を生息場として利用して

いることが確認されている。また、超音波発信機（ピンガー）を用いた行動追跡調査により、和歌漁

港に蝟集するノトイスズミが、夜になると和歌漁港から南側の嫦娥崎（チョウガサキ）を経て宇土湾

内に移動し、朝に再び和歌漁港に戻るという行動も観察されている。さらに、和歌漁港から宇土湾内

までの経路では、ノトイスズミによる海藻類への食害が目立ち、磯焼けの様相を呈している場所も確

認されていることから、この経路の中で、ノトイスズミが活発に摂食活動を行っていることが示唆さ

れた。 

また、平成 25 年度は、ノトイスズミの資源量を減少させることで藻場への摂食圧を下げることを

目的として、2014 年 1 月上旬から 2 月下旬にかけて、和歌漁港でノトイスズミを繰り返し漁獲した

ところ、和歌漁港に蝟集するノトイスズミの減少がみられた。それによって、和歌漁港から宇土湾内

までの経路にある藻場への摂食圧の減少が期待されている。 

 

2.調査場所 

（1）藻場モニタリング調査 

藻場モニタリング調査は、長崎県壱岐島の和歌と初瀬で 3地点ずつ、観音と嫦娥崎で 1地点ずつの

計 8地点で実施する（図 1）。 

 

（2）ノトイスズミの蝟集状況調査および捕獲調査 

蝟集状況調査は、これまでの調査でノトイスズミの群れが比較的安定して確認されている和歌漁港、

初瀬漁港、沼津の瀬で行う。 

さらに、藻場モニタリング調査を行う和歌と初瀬では、刺し網にて捕獲調査を行う。なお、捕獲に

ついては捕獲効率を考慮して、100 尾以上の蝟集が確認された場合に行うこととする。 
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3.調査期
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期日 
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※本文
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