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「研究の栞（しおり）2019」の刊行に寄せて 
 
 

水産工学研究所は 1979 年 3 月に設立されて以来、40 年を迎えました。水産工学研究と
は、水産業の抱える問題を土木や機械などの工学的な技術を用いて解決し、より安全で効率
の高い漁業や養殖業を実現させることを目指した研究ということができます。水産工学研
究所では、漁港を安全に長持ちさせるための研究、人工魚礁などで魚介類の生息場を作る研
究、安全で省エネな漁船を作る研究、小さい魚や獲るつもりのないウミガメなどを逃がし必
要な種類・大きさの魚を効率良く獲る研究、高性能な魚群探知機で正確に魚の種類や大きさ、
量を把握するための研究、漁業をする時に安全で効率の良い作業を実現するための研究、な
どを行ってきています。これらの研究成果は学会などで発表していますが、広く一般の方々
に具体的な研究内容を紹介する機会はなかなかありませんでした。そのため、平成 2004 年
から毎年「研究の栞」を刊行しています。 

「研究の栞」では、水産工学研究所の研究者がどのような研究を行っているのか、特に最
新の研究内容や研究成果を読者の方に簡単にご理解いただけるように、研究の背景・目的、
研究成果、波及効果について、そのエッセンスを紹介しています。なるべく平易な言葉を用
いるように努めたつもりですが、一般的な用語で表現することが難しい内容については専
門用語を用いています。その点については御理解いただき、御容赦下さいますようお願い申
し上げます。 

今号では、漁港における施設の新たな点検方法や海水中の DNA 分析から魚礁に棲む魚を
検出する試み、漁船の中での作業を減らす方法の検討、魚群探知機を使ったナンキョクオキ
アミの資源調査、クルマエビの産卵行動、その他の研究が紹介されています。難しい内容を
含んでいるものもありますが、すべて漁業や養殖業に直結する研究が行われていることを
ご理解いただけると思います。 

本冊子が、水産業や水産研究の発展、水産工学研究への御理解に少しでもお役に立つこと
ができれば幸いです。 

御質問や感想などがありましたら、当所の業務推進課（巻末に記載）までご連絡下さい。 
 
 
 
 

令和元年 10 月 1 日 
国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産工学研究所 

所長 日向野純也 
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ナローマルチビームソナーを活用した 
漁港施設の水中部の点検手法 

水産土木工学部 
 

研究の背景・目的 
漁港施設の点検は主に目視によって行われています。しかし、防波堤や岸壁等の水中

部では結果にバラツキが生じやすく客観性に欠けることが問題となっています。また、
潜水目視調査は時間や労力を要することや潜水時の安全面での課題もあり、改善が求め
られています。そこで、水中部の点検における客観性の確保と潜水目視調査の軽減策の
検討のため、ナローマルチビームソナーという音響測器を用いた点検手法について、漁
港施設の老朽化度基準（図 2 参照）を基に現地調査を行い、その適用性を検証しました。 
 

研究成果  
調査船にナローマルチビームソナーを装着して対象施設に対し連続計測（図 1）を行

った結果、広範囲を短時間、かつ三次元で施設形状の把握が可能であり（図 2）、効率性
及び客観性が高い点検手法であることがわかりました。特に、濁りや暗さ、水深などの
環境条件による影響が少なく、水中での適用に関して有効な手法であることが確認され
ました。ただし、ひび割れや腐食といった詳細な判別は困難であることが課題です。 

また、経済性については潜水目視調査に比べ 1 ㎡あたりのコストが低いため、点検範
囲が広い場合は潜水目視調査よりも総点検費用を低く抑えることができます。 
 

波及効果 
ナローマルチビームソナーを活用した点検手法は、水中部点検における潜水目視調査

のスクリーニングへ活用可能であり、潜水目視調査の作業量軽減が期待されます。また、
三次元データが取得できるため、定期点検時のモニタリングへの適用が期待されます。  
(本研究は水産基盤整備調査委託事業「漁港漁場施設の長寿命化対策検討調査」の一環として（一社）水産土木

建設技術センターと共同で実施しました。)  

(主幹研究員：三上信雄) 

 

 

図 1 計測状況（上）、調査対象施設（下） 

 

図 2 適用性検証結果の一例（防波堤被覆工） 

判定可否

a ○

b ○

c ---

d ○

老朽化度の判断基準

被覆工の散乱があり、かつ捨石材の流出が見られる。

被覆工の散乱がある。

---

老朽化なし。
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堆周辺の流れと粒子物質輸送過程 
水産土木工学部 

 
研究の背景・目的 

浅海部で海底地形が周囲より盛り上がっている場所は堆（たい）（または海丘）と呼
ばれます。海中で流れが堆にぶつかって、栄養塩の湧昇（海底近くに豊富な栄養が湧き
上がる）や懸濁物の集積（様々な物質が寄せ集められる）などが起こることで、周辺の
平坦な海域よりも、プランクトンなどの低次生産者が増加したり、それを食べる魚類が
集まって豊かな漁場が形成されると考えられています。このような局所的な漁場環境の
形成過程の解明に向けて、水理模型実験や数値シミュレーションによる研究を進めてい
ます。 
 

研究成果 
水産工学研究所内の実験水槽内に堆の模型を設置し、堆周辺の流れの様子を粒子画像

流速計測法（PIV 法：レーザー光で光らせた粒子の動きを画像処理で計測する）によっ
て調べました。図 1 に示した計測結果の例では、堆の背後で流れが小さくなる様子が確
認できます（橙色の丸印部分）。また、堆周辺の流れについて精密な数値シミュレーシ
ョンを行いました。粒子を粒径 20μm・沈降速度 6 m/day の有機物と想定して追跡計算
を行ったところ（図 2）、水温や塩分による海水密度の変化の有無（それぞれ夏季・冬季
を想定）によって粒子の巻き上がり方が大きく異なる様子がわかりました。 
 

波及効果 
本研究によって、堆周辺でどのような環境が形成されるかを知るための基礎的知見を

獲得できました。この知見は、広域的な海の環境変化を予測するためのモデルの改良や、
堆周辺での漁場評価に役立つものと期待されます。  

(本研究は科研費課題 17K18431 の一環として実施しました。) 

 

(水産基盤グループ：古市尚基・大村智宏・井上誠章)  

 

図 1  海堆周辺流れの計測実験             図 2  粒子輸送の数値シミュレーション 
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波の場での流体力算定法の高度化 
水産土木工学部 

 
研究の背景・目的 

増殖礁や魚礁などの構造物を設計する時、暴風時の波によっても動かないことを確認
するため、波により底面付近に発生する振動する水の速度（波動流速）の変化（流速波
形）から最大の流体力（構造物が水の動きによって受ける力）を算定する必要がありま
す。この流速波形は水深の浅い海では岸向きと沖向きの流速が著しく異なります（非対
称性、図１）が、従来の設計では、そのような特徴の影響を考慮しないで流体力の算定
を行ってきたため、精度に問題がありました。そこで、波動流速の非対称性の効果を簡
単に考慮できる新しい流体力算定法を検討しました。 
 

研究成果  
波を起こす水槽実験を行って、不規則的な波による非対称性の強い波動流速が構造物

に及ぼす最大流体力を精度良く求めることのできる実験式（下記の新算定式）を作りま
した。これまで用いられてきた流体力の算定法（モリソン式と呼ばれる）では、詳しい
流速波形情報が必要ですが、本手法では 図１に示す流速波形の Ua と Tpp の情報だけを
使って最大流体力を従来法よりも精度よく求められることがわかりました（図２）。 
 

波及効果 
開発した手法により、流体力算定の高精度化が図られ、流体力を過小評価して構造物

が壊れてしまったり、逆に過大評価して重量を重くして余分な経費を使ったりするのを
防ぐことができます。  
(本研究は水産基盤整備調査委託事業「漁港漁場施設の設計手法の高度化検討調査」の一環として実施しました。) 

 

(生物環境グループ：川俣 茂) 

 

図 1．不規則な波による底面流速と魚礁模型に
作用する流体力の測定例．Ua は流速波形
の“谷”から“峰”までの差の 1/2、Tpp は流速
の谷から峰までの時間． 

 

新算定式:   Fmax=
1
2 ρCFmaxAUa

2 
ここに、Fmaxは一波中の最大流体力、ρは海水の
密度、CFmaxは係数で無次元数 2UaTpp/Dの関数（D
は魚礁の代表的部材幅）、Aは魚礁の基準面積（流
れを受ける面の総面積）。 
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図 2．実験で得られた波による最大流体力
Fmaxの測定値とモリソン式（左）及び
新算定式（右）による計算値との比較
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環境 DNA 分析で魚礁に棲む魚はわかるか？ 
水産土木工学部 

 
研究の背景・目的 

人工魚礁は漁場を造るために全国の海域に設置されてきました。魚礁に棲む魚類の種
類や数量は、潜水観察、魚群探知機、漁獲調査などにより調べられていますが、それら
の手法では労力・経費が大きいことや魚種判定が難しいなどの問題があります。近年、
海水や河川水中に含まれる DNA（環境 DNA）を分析することで水生生物の存在を確認
したり、生物量を推定する技術が発展しています。本研究では、この環境 DNA 分析手
法と潜水調査を用いて、魚礁周辺に集まる魚類相を調べました。 

 

研究成果  
千葉県館山市沿岸の魚礁ブロックが設置された水域（図 1）において、季節ごと（2018

年 6 月、10 月、2019 年 1 月）に魚類を潜水観察し、同時に海水を採取しました。採取
した海水の環境 DNA 分析には一度に多くの魚種の有無を分析できるメタバーコーディ
ング手法を用いました。その結果、環境 DNA 分析では検出された魚類の種数と潜水観
察で確認された種数の間に正の相関がみられました（図 2）。環境 DNA 分析で検出され
たイサキやホンソメワケベラ、スズメダイ、カワハギ、キタマクラなどは潜水観察でも
確認できましたが、マサバやクロマグロは観察できませんでした。 

 

波及効果 
 環境 DNA 分析で魚礁に出現する魚類を確認することができ、魚礁の効果評価への活
用が期待されます。一方、潜水観察で確認されなかった種が環境 DNA 分析で検出され
たため、周辺からの排水などの影響が考えられました。この手法を用いる際は、調査地
の位置などを考慮する必要があります。 

 
(生物環境グループ：佐藤允昭) 

図１．調査の対象とした魚礁ブロックに群
れるイサキの様子（撮影：須賀次郎氏） 

図 2．環境 DNA 分析と潜水観察でみられ
た魚類の種数の関係 
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水素燃料電池船の水中騒音の計測 
漁業生産工学部 

 
研究の背景・目的 

温室効果ガス（greenhouse gas: GHG）の排出削減は世界的に取り組む必要がある重要
な課題の一つです。漁船においても、GHG の排出削減に向けた研究が行われており、自
動車の技術を応用したバッテリー推進船や水素燃料電池船の開発に期待が持たれてい
ます。バッテリー推進船や水素燃料電池船は、既存のディーゼルエンジン船と比べて水
中の騒音が少ないことも利点の一つです。水中の騒音は船上や陸上にいる人にはほとん
ど聞こえないため一般に認識されていません。海にいる生き物たちに悪影響を与える可
能性があります。そこで、水素燃料電池船とディーゼルエンジン船の水中での音を計測
し、比較することで、その違いを定量的に検証しました。 
 

研究成果 
水素燃料電池船（5.1 トン）と同じ大きさ、形のディーゼルエンジン船を 4 ノットで

航走させ、別の船に取り付けた水中マイクで航走中の水中の音を計測しました（図 1）。
水素燃料電池船はディーゼルエンジン船に比べて、水中の騒音がどの周波数でも小さく、
魚の可聴域（魚が感知できる周波数）では音圧（音の強さ）が 10～100 分の１（-20dB
から-40dB）も低くなっていました（図 2）。 
 

波及効果 
 船舶の動力源を、化石燃料から電気や水素に変えることによって、GHG の排出を削
減することができるだけでなく、水中騒音を小さくすることが可能であることを実際の
計測結果から示すことができました。これらは、航行する船舶からの水中騒音が、海に
いる生き物や養殖されている魚などへ、どのような影響を与えているかを調査するため
に重要な知見となります。 

 

(漁船工学グループ：高橋竜三) 

 

図 1 実験に使用した水素燃料電池船(上)と
ディーゼルエンジン船(下) 

 

図 2 水素燃料電池船とディーゼルエンジン
の船の航走雑音の比較（音圧レベルが 20dB
下がると、音圧（音の強さ）は 1/10 になる） 
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動線解析ソフトを用いた漁労作業の分析 
漁業生産工学部 

 
研究の背景・目的 

大中型まき網漁船は、船齢が 30 年に近い船も多く、それらの作り替え（代船建造）
が検討されています。一方、漁船では労働作業がきつく、船員の維持、確保が難しくな
っており、代船建造にあたっては船員の安全性確保とともに漁労作業の効率化・機械化
が最重要課題です。そこで、機械化により大幅な軽労化・省人化ができる作業の抽出と、
安全性と作業の効率化を両立させるクレーンや網捌（あみさばき）機などの漁労機器の
船上配置の提案の 2 点を研究目的としました。 
 

研究成果 
漁労作業を 6 台のビデオカメラで撮影し、その映像から船員の作業内容や動線をコン

ピューター上に作った仮想空間上に再現した結果、省人化を一番、阻んでいる作業は、
使用後の網をたたむ作業（整反作業（図１））であることが明らかとなりました。整反
作業において、漁労機器の遠隔操作の導入、及び作業分担の見直しによって漁労作業者
18 名中 2 名を減らせる(省人化)可能性を示すことができました。それらの作業につい
て、現状船と新たな機器配置を検討した改善船の両方を仮想空間上で再現したところ、
改善船でも問題なく安全に作業が行え、作業者全体で作業動線の 14%を減少できること
も確認しました。 
 

波及効果 
本手法を用いることで、まき網漁船以外についても漁労作業の効率化や安全性を定量

的に検討できるため、次世代の省人省力型漁船の計画・設計の効率化が期待されます。
さらに、計画段階のうちに仮想空間上で作業や機器配置を再現することが可能なため、
作業イメージをもとに船員との意見交換がしやすくなり、実際の現場作業の経験やアイ
ディアを生かした実用的な船の設計をすることができます。 
(本研究は委託事業「新型旋網漁船の安全性確保及び労働効率向上に関する調査研究」の一環として実施しました。) 

 

(漁船工学グループ：高橋竜三) 

 

図 1 実際の整反作業の様子 

 

図 2 現状船(上)と改善船(下)の一般配置例 
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英国漁船の海難事故から学ぶ 
漁業生産工学部 

 

研究の背景・目的 
我が国では、漁業の災害発生率が高く、これらの安全対策が急務です。外国の事故事

例から学び、我が国漁船の操業安全に活かすことを目的として、英国海事局海難事故調

査部が公表する事故調査報告を調査研究しました。 

 

研究成果 
英国の海難事故調査報告（MAIB レポート*1）のうち漁船の事故例を和訳して海洋水

産エンジニアリング誌に連載しました（下表）。本調査報告の目的は、事故の経過と要

因を詳細に調査分析して得られた教訓を関係者に周知し再発を防止することです。海難

事故は、船体や搭載機器の不具合などの物的要因と知識不足・訓練不足などの人的要因

が複数複合して起こっています。安全対策として、事故に至る要因を事前に無くしてお

くことは勿論、火災や浸水の発生後にあってもその被害を拡大させない適切な緊急対応

も重要です。英国漁船員は、海上サバイバル、消火、応急手当など安全に係る基本的な

訓練コースの受講が必須で、また、船主・船長には、リスクアセスメントおよび船上訓

練など乗組員への安全教育の定期的な実施を義務づけています。ライフジャケット着用

の習慣化など安全意識の向上が課題である点は日英とも共通です。 

 

波及効果 
安全のためには、どこに危険が潜んでいるか、何をしたら危険か、何をしなかったら

危険かなど、日々の気配りが大切です。常に”安全第一”が最優先です。 

(漁船工学グループ：長谷川勝男) 

MAIBﾚﾎﾟｰﾄ

NO.

翻訳記事掲

載先*2
漁業種

漁　船

(乗組員数)
　　　　　　事　故　の　経　過 　　　　特　記　事　項

NO.5/2016 2017年3月号 底びき網
鋼製163GT

(5)

海底にﾂｲﾝﾘｸﾞ漁具根掛り、大傾斜、浸水・沈没、救

命筏進水、全員救助
曳索を切断すれば安全を確保

NO.22/2016 2017年5月号 篭延縄
FRP製27GT

(2)

投縄に絡まり海中転落、本船は無人航行後に座礁、

2名犠牲
AISｵﾌ、浮遊具未着用

NO.5/2017 2017年7月号 桁びき網
鋼製192GT

(7)

安全具未装着で舷外作業中に1名海中転落、救難用

ヘリで搬送後死亡
浮遊具未着用

NO.20/2013 2017年9月号 底びき網 木製37GT (4) 配管から漏油、機関室から出火、ヘリで全員救出
緊急対応が不適切、消化訓練未

実施

NO.27/2014 2017年11月号 底びき網
木製168GT

(4)
減速機制御ｹｰﾌﾞﾙ不良、岸壁に衝突、浸水・沈没 隔壁が非水密構造

NO.21/2014 2018年3月号 底びき網 鋼製18GT (2)
ﾋﾞｰﾑﾄﾛｰﾙ揚収時に両舷の不均衡荷重、転覆・沈没、

救命筏進水、全員救出
浮遊具未着用

NO.15/2017 2018年5月号 底びき網 木製73GT (6)
海底にﾂｲﾝﾘｸﾞ漁具根掛り、船尾のｶﾞｲﾄﾞﾎﾟｰﾙが頭部

直撃、救難用ヘリで搬送、１名重症

ｶﾞｲﾄﾞﾎﾟｰﾙ設備の摩耗劣化、ﾍﾙ

ﾒｯﾄ・浮遊具とも未着用

NO.2/2018 2018年7月号 ー
鋼製144GT

(4)

漁船とﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ（FRP製0.75GT,4名）が接触、ﾎﾞｰ

ﾄが転覆、ﾎﾞｰﾄの乗員4名が犠牲

見張り不十分、ﾎﾞｰﾄの航海灯不

備・浮遊具未着用

NO.27/2012 2018年9月号 底びき網
木製202GT

(5)
機関室から出火、救命筏進水、ヘリで全員救助

火災警報ｼｽﾃﾑ不具合、緊急対応

が不適切

NO.10/2018 2018年11月号 底びき網
鋼製268GT

(5)

ﾂｲﾝﾘｸﾞﾄﾛｰﾙ板揚収時に船底損傷、船尾区画から浸

水、沈没、救命艇が全員救助

緊急対応が不適切、損傷時の復

原性影響

*1 　Marine Accident Investigation Branch Report,  https://www.gov.uk/maib-reports?vessel_type%5B%5D=fishing-vessel

*2 　海洋水産エンジニアリング、海洋水産システム協会
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省エネ型漁具・漁法の設計技術の開発 
漁業生産工学部 

 
研究の背景・目的 

漁船漁業の経費に占める燃油費の割合は高く、それを削減させる省エネ技術が求めら
れています。底びき網漁業では、漁具の構造や曳網方法の変更により曳網中の漁具にか
かる抵抗を小さくする技術が燃油消費量の削減に有効です。しかし、省エネ要素技術の
設定条件には多くの組み合わせがあり、それら全てを実海域で検証するには膨大な時間
と費用がかかります。また、燃油消費量を削減できても、漁獲機能が大きく低下しては
適当な漁具とは言えません。水産工学研究所では、数値計算と実海域での試験を組み合
わせて、省エネ型漁具を効率よく開発するための研究に取り組んでいます。 
 

研究成果  
網地やうきといった個々の漁具を構成する要素にかかる抵抗や網地の変形を計算し

（図１）、底びき網漁具全体に対する流れによって生じる抵抗を簡易に評価するモデル
を構築しました。また、実際に海域での曳網試験を実施し、網目の拡大などの省エネ要
素技術が漁獲に与える影響を調べています（図２、図３）。 
 

波及効果 
コンピュータを用いて漁具にかかる抵抗を計算することで、漁具の設計に要する時間

と費用が節減されます。また、省エネ要素技術ごとに燃油消費量の削減効果と漁獲量の
減少を予測することで、利益が最大になる条件を選択できます。これらにより省エネ型
漁具の開発と導入が進み、漁家経営が向上することが期待されます。 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(漁具・漁法グループ：藤田 薫*1・高橋勇樹*2・山﨑慎太郎・越智洋介*3・泉澤
光紀：*1 現所属機構本部、*2 現所属北海道大学、＊３現所属水産業システム研究
センター) 

 

 

図３ 網目の大きさ別の漁獲個体数 
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図２ 漁獲試験で使用した漁具 
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音響手法によるナンキョクオキアミの 
資源調査 

漁業生産工学部 
 

研究の背景・目的 
近年、資源の持続的な利用と環境保全を両立するために、漁業資源についても生態系

に基づく管理（Ecosystem Based Management、EBM）が求められるようになってきまし
た。地域漁業管理機関（RMFO）の１つで、1982 年に設立された「南極の海洋生物資源
保存委員会（CCAMLR）」では、この EBM の視点に基づいて資源の評価と管理を行って
います。ナンキョクオキアミ（以下、オキアミ）は、南極海の生態系において魚類、鯨
類、アザラシ等の鰭脚類、ペンギンを含む海鳥類等の「餌」として重要であるとともに、
食用、釣りや養殖の餌、健康医療成分（油脂）など、我々にも重要な水産資源です。水
産庁漁業調査船開洋丸による南極海生態系総合調査が 2018 年 12 月から 2019 年 2 月に
かけて行われ、水産工学研究所は音響手法によるオキアミの現存量計測を担当しました。 

 
研究成果 

開洋丸に装備された最新の計量魚群探知機で得られたエコーの強さから、南極海東イ
ンド洋区におけるオキアミの生息分布や現存量を計測しました。さらに今回は「広帯域
音波」による観測を新たに実施し、オキアミの体長や遊泳姿勢を推定するためのデータ
を取得しました。 

 
波及効果 

調査結果は CCAMLR へ提出され南極海に生息する海洋生物の資源管理に活用されま
す。南極海でオキアミの現存量をモニタリングすることは EBM に不可欠です。生態系
を支える小型生物を対象とした音響調査は、今後、他の漁業水域へも広まっていくこと
が期待されます。 

(本研究は委託研究「ナンキョクオキアミを中心とした海洋生態系総合調査」の一環として実施しました。) 

(水産情報工学グループ：安部幸樹) 

 

図 1 ナンキョクオキアミ 

 

図 2 ナンキョクオキアミの濃密なエコー 
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小型水槽内でのクルマエビの産卵行動 
水産業システム研究センター 

 
研究の背景・目的 

クルマエビは甲殻類の中でも重要な栽培漁業と養殖の対象種です。本種の種苗生産を
行うためには、陸上水槽での安定的な採卵が必要です。しかし、飼育下では卵巣が成熟
しても産卵しないことが多く、親エビの産卵率向上のためには産卵行動の実態把握が課
題となっています。そこで、オールガラス水槽（60cm 角型）と赤外線投光器付ビデオ
カメラを用いて、水槽内のクルマエビの産卵行動を撮影しました。外光が入らない実験
室内で、6−18 時に点灯（日中）、18−6 時に消灯（夜間）するように明暗の周期を制御し、
水槽の前面と底面の下側に設置したビデオカメラで 24 時間撮影した録画映像を解析し
ました。 
 

研究成果  
産卵は消灯中の夜間に観察されました。底面でほとんど動かない状態から産卵前にな

ると、水面に近づくほどの激しい遊泳が観察され、その後着底して産卵が始まりました。
産卵は力んでいるような様子で行われ、ときどき遊泳肢（図参照）が動く様子や飛び上
がって遊泳する様子なども観察されました。クルマエビは他の甲殻類とは違い、お腹に
抱卵をせず、そのまま放卵するため、産み出された卵は水槽の底に沈んでいました（図）。 
 

波及効果 
これまでクルマエビは、泳ぎながら産卵すると言われていましたが、今回撮影した小

型水槽では、着底した状態で産卵する様子が観察されました。この結果から産卵行動に
は、二つのパターンがあることが考えられました。現在、種苗生産現場では複数の親エ
ビを水槽に入れて採卵しています。着底して産卵するパターンのクルマエビにとっては、
他のエビとの同居状態がストレスとなっている可能性があり、個別飼育により産卵率向
上が期待できます。なお、クルマエビの産卵パターンの違いは、密度や産卵水槽のサイ
ズなどの飼育環境や成熟度や体サイズなどの個体の状態など多くの要因が考えられる
ため、産卵率の向上を検討するためにはより詳細な研究を行う必要があります。 

(本研究は JSPS 科研費 JP24580288 および JP15K07566 の一環として実施しました) 

図 クルマエビの産卵の様子 
(生産システム開発グループ：伏屋玲子) 
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