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7.成果の発表
1)研究発表会
・H25.7.12 全国養鱒技術協議会 東京都

「全雌三倍体高成長系ビワマスの飼育特性と今後の普及計画について」 孝橋賢一
・H25.8.3 水産試験場一般公開　研究紹介 水産試験場

「水中写真でみるびわ湖のさかな」 井出充彦
「はじめまして！「びわサーモンです」」 孝橋賢一
「琵琶湖のアユについて」 寺井章人
「ホンモロコの流水環境での産卵」 亀甲武志
「水がきれいって、どういうこと？」 大山明彦
「チャネルキャットフィッシュにご注意」 臼杵崇広

・H25.9.5～9.6 全国湖沼河川養殖研究会　第86回大会 千葉県
「琵琶湖の魚介類によるエリ網の汚れ（付着物）の抑制」 太田滋規

・Ｈ25.12.12～12.13　平成25年度全国湖沼河川養殖研究会西日本ブロック研究会 彦根市
「琵琶湖水系の魚類における流入河川と琵琶湖とのつながりの意義」 石﨑大介

・H26.2.4～2.5 平成25年度全国湖沼河川養殖研究会アユ資源研究部会報告会 東京都
「平成25年度琵琶湖産アユの産卵状況」 寺井章人

・H26.2.27～2.28 平成25年度全国湖沼河川養殖研究会アユの疾病研究部会報告会 大分県
「近年のアユの形態異常について」 山本充孝
「アユ冷水病に対する抗病性付与およびその持続期間」 岡村貴司

・H26.3.1 平成25年度農林水産技術会議研究成果発表会 草津市
「琵琶湖の魚介類によるエリ網の汚れ（付着物）の抑制」 太田滋規

・H26.3.6 平成25年度水産談話会 水産試験場職員 水産試験場
・H26.3.19 第３回滋賀・岐阜水産研究交流会 岐阜県

「次亜塩素酸ナトリウム添加水等を用いたアユの行動観察試験」 大山明彦
「電気ショッカーボートの在来魚への影響と外来魚の効率的な捕獲」 佐野聡哉
「伊庭内湖周辺でのホンモロコ遊漁の実態と採捕尾数の推定」 亀甲武志

2)学会発表等
・H25.9.20～9.22　 平成25年度日本水産学会大会秋季大会　 三重県

「琵琶湖内湖におけるギンブナの越冬場所」
亀甲武志、孝橋賢一、上垣雅史、石﨑大介、二宮浩司　

「ニジマスを用いたイケチョウガイの採苗方法の検討」
幡野真隆、石﨑大介

「内湖の生産力を利用したセタシジミの肥育技術」
石﨑大介、幡野真隆、亀甲武志

・H25.10.3～10.6　　 平成25年度日本魚類学会年会 宮崎県
「琵琶湖から伊庭内湖へのホンモロコの産卵回遊」

亀甲武志、岡本晴夫、氏家宗二、三枝　仁、石﨑大介、藤岡康弘、甲斐嘉晃
「琵琶湖流入河川におけるウグイの降湖回遊」

石﨑大介、永田貴丸、水野敏明、大久保卓也、亀甲武志、淀　太我
平成26年度日本水産学会春季大会 北海道
平成26年度日本水産学会大会春季大会　
「伊庭内湖周辺におけるホンモロコ遊漁の釣獲尾数の推定　2012年と2013年の比較」

亀甲武志、石﨑大介、氏家宗二、澤田宣雄、三枝　仁、酒井明久、鈴木隆夫、
二宮浩司、西森克浩、北門利英、甲斐嘉晃　

「伊庭内湖・西の湖流入河川における投網・たもすくいによるホンモロコ遊漁の特性」
亀甲武志、石﨑大介、氏家宗二、澤田宣雄、三枝　仁、酒井明久、鈴木隆夫、

二宮浩司、西森克浩、甲斐嘉晃　
「分離・培養していないアユ冷水病菌の病原性」 山本充孝
「農業集落排水処理施設からの放流水が魚類の分布等に与える影響」

大山明彦、森田　尚、太田滋規、中嶋拓郎、菅原芳明、奈良田　肇
「イケチョウガイ種苗生産における飼育方法の改良」

幡野真隆、石﨑大介
「琵琶湖における湖底環境改善区でのシジミの生息状況」

石﨑大介、幡野真隆、亀甲武志
平成26年度日本魚病学会春季大会 北海道
「冷水病を経験した養殖アユにおける抗病性の持続期間」 岡村貴司
「アユの冷水病菌に対する抗体価のＥＬＩＳＡによる測定と抗病性との関係」

岡村貴司

3)論文投稿等 
・「魚のゆりかご水田」に関する研究 海洋と生物　35(5):530-534，2013 上野世司
・稲作水田におけるホンモロコGnathopogon caerulescens仔稚魚の育成

 水産増殖　61:303-309,2013 　亀甲武志・根本守仁・伴　修平・三枝　仁・澤田宣雄
・石﨑大介・中橋富久・寺本憲之・藤岡康弘

・透明鱗ウグイTribolodon hakonensisの初記録 石﨑大介・亀甲武志・大前伸輔・淀太我
魚類学雑誌2013 61:76-77. 

・琵琶湖におけるニゴロブナの資源増殖に関する研究　　　
滋賀県水産試験場研究報告 55:1-135，2014 藤原公一

・1980～90年代の琵琶湖のアユにみられた線虫Raphidascaris biwakoensis  について
　　　　　　 滋賀県水産試験場研究報告 55:137-152，2014 里井晋一

・H26.3.27～3.30

・H26.3.30～3.31



・淡水ワムシ　（ツボワムシ Brachionus calyciflorus  PALLAS ）大量培養マニュアル

滋賀県水産試験場研究報告　55：153-197，2014 太田滋規

4)イベント等出展
・H25.5.26 「琵琶湖外来魚駆除の日」解剖教室 桑村邦彦・臼杵崇広・佐野聡哉 草津市
・H25.5.26 「磯田漁協水産祭り」水産試験場の研究体験 澤田宣雄・遠藤誠・森田　尚 彦根市

「しが・まなび・発見」水産試験場の研究体験 米原市
澤田宣雄・遠藤誠・森田　尚・桑村邦彦

・H25.10.14 「第3回彦根YEGわーくメッセ」水産試験場の研究体験 彦根市
澤田宣雄・遠藤誠・森田　尚・桑村邦彦

5)講師派遣
・H25.7.30 甲賀ふなずし愛好会ふなずし講習会 甲賀市

「ふなずしの飯漬け」 澤田宣雄・桑村邦彦
・H25.8.7 湖東子ども参観日 彦根市

「琵琶湖の魚のお話と研究体験」 桑村邦彦
・H25.10.28 彦根市立城東小学校総合的な学習 彦根市

「琵琶湖のさかなと漁業」 桑村邦彦
・H25.11.13 河川漁連研修会 大津市

H24年度アユ産卵状況について 吉岡剛・寺井章人
・H25.11.28 彦根市立佐和山小学校総合的な学習 彦根市

「琵琶湖のさかなと漁業」 桑村邦彦
・H25.11.29 福岡県内水面漁協役職員研修会（日本水産資源保護協会巡回教室） 佐野聡哉 福岡県
・H25.12.11 琵琶湖環境研究会水環境分科会開発研究プロジェクト参加募集説明会 草津市

「琵琶湖のセタシジミの現状と課題」 石﨑大介
（醒井養鱒場）
・H25.7.1 河川漁連放流体験学習会（愛知川漁協） 東近江市

「アユのお話」 片岡佳孝
・H25.10.2 河川漁連放流体験学習会（大滝漁協） 多賀町

「アマゴのお話」 片岡佳孝
・H25.11.19 河川漁連放流体験学習会（勢多川漁協） 大津市

「イワナのお話」 片岡佳孝

8.職員研修等
1)職員研修等派遣
・H25.11.11～11.15 平成25年度数理統計短期集合研修 岡村貴司 茨城県

2)勉強会
・H25.7.22 琵琶湖の動物プランクトン試料の解析結果について 水産試験場

「琵琶湖の甲殻類動物プランクトン群衆構造に対するアユのトップダウン制御の可能性」
　 滋賀県立大学教授　伴　修平

他滋賀県立大学２名２題

9.研修員、見学等の受け入れ
1)海外研修員の受け入れ

－

2)インターンシップ等受け入れ
（醒井養鱒場）
・H25.8.5～8.18 大阪コミュニケーションアート専門学校 就業体験 1名
・H25.6.10～6.14 米原市立双葉中学校 職場体験 3名
・H25.7.8～7.12 米原市立東草野中学校 職場体験 3名
・H25.10.15～11.15 大阪動植物海洋専門学校 就業体験 1名
・H25.10.28～11.1 米原市立米原中学校 職場体験 3名

3)研修・校外学習等受け入れ
・H25.4.4 広島県水内川漁業協同組合　 琵琶湖のアユや河川漁業 施設見学 3名
・H25.6.10 滋賀県立大学環境科学部 琵琶湖の環境と水産業 環境学習 25名
・H25.6.19 開知未来中学校生 校外学習総合的な学習の時間 校外学習 5名
・H25.8.21 民主党・県民ネットワーク 水産試験場の業務 施設見学 12名
・H25.9.27 滋賀県職員研修所 滋賀県の水産業、研究体験 体験研修 20名

（ブラッシュアップ研修）
・H25.10.10 滋賀県立翔陽高等学校 校外学習総合的な学習の時間 校外学習 5名
・H25.10.22 彦根市立彦根中学校 校外学習総合的な学習の時間 校外学習 4名
・H25.10.25 彦根市立中央中学校 校外学習総合的な学習の時間 校外学習 10名
・H25.10.30 大町市漁業協同組合連絡協議会 滋賀県の外来魚対策 施設見学 22名
・H25.11.6 河瀬中学校 校外学習総合的な学習の時間 校外学習 18名
・H25.11.19 海と川をつなぐ加賀の郷づくり地域協議会 施設見学 12名

琵琶湖の水産業とアユ資源
・H25.11.27 東近江環境保全ネットワーク 琵琶湖の環境と水産業 施設見学 8名
・H25.11.29 滋賀県高等学校理科教育研究会 水産業から見た琵琶湖の現状 環境学習 10名
・H25.12.5 大津市福祉バス利用高齢者団体 琵琶湖の水産業と水産試験場の取り組み 施設見学 45名
・H25.1.28 稲枝中学校 校外学習総合的な学習の時間 校外学習 11名
・H25.3.4 滋賀県食品衛生協会青年部研修会 琵琶湖の魚介類と水産業の現状 施設見学 25名
・H25.3.26 京都府内水面漁業協同組合連合会 琵琶湖産アユ資源の現状と冷水病対策 施設見学 20名

・H25.8.6


