
昭和56年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

  対馬海峡における1981年秋発生のカタクチイワシ現存量の推定（“200カイリ”卵稚仔特定

調査） 

沖合漁場開発（ケンサキイカの標識放流，沖合礁における立縄試験操業，モジャコ漁況調査） 

ケンサキイカ・ブドウイカ資源管理技術開発研究 

漁況・海況予報事業 

浮魚資源調査 

底魚資源調査 

アワビ種苗生産事業 

害敵生物によるアワビ食害水槽実験 

アカウニの種苗生産試験 

ウニ類の種苗放流調査 

サザエの種苗量産技術開発試験 

回遊性魚類共同放流実験調査 

魚病病害調査研究 

多獲性赤身魚高度利用技術開発研究（サバの鮮度保持とねり製品適性） 

小型エビの利用加工試験（焼エビの製造試験） 

トビウオを利用したソボロ、茶漬製品の製造試験 

アルコールを添加したイカ塩辛の保蔵について 

長門海域総合開発調査（設計調査） 

海域制御技術開発研究 

麻ひ性貝毒に関する調査 

赤潮発生海域の環境調査 

放流用トラフグ稚魚の船上輸送試験 

松本川シロウオ産卵調査 

保護水面管理事業調査 

ワカメ養殖状況調査 

職員現員表 

 

昭和57年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

マイワシ産卵調査（200カイリ卵稚仔特定調査） 

沖合漁業開発調査（クロマグロ漁場調査，沖合陸棚水域におけるケンサキイカの分布調査，

沖合礁における立縄試験操業，沖合の大陸棚漁場調査，モジャコ漁況調査） 

ケンサキイカ・ブドウイカ資源管理技術開発研究 

漁況・海況予報事業 

浮魚資源調査 

底魚資源調査 

アワビ種苗生産事業 



アカウニの種苗生産作業 

アカウニ類の種苗放流調査 

サザエの種苗量産技術開発研究 

バイの産卵器設置試験 

回遊性魚類共同放流実験調査事業 

魚病病害調査研究 

冷凍フィッシュ・ブロック製造試験 

小型エビの利用加工試験（焼エビの製造試験） 

小型エビの化学成分 

煮干しイワシの油焼防止に関する研究（抗酸化剤の適用性） 

長門海域総合開発調査（設計調査） 

海域制御技術開発研究 

外北地区人工礁漁場造成事業調査 

北海道におけるフグ類の分布と水揚状況の聞取調査 

保護水面管理事業調査 

ヒラメ親魚養成試験（56、57年度） 

イタヤガイ養殖試験（56、57年度） 

イタヤガイ試験操業 

松本川シロウオ産卵調査 

麻ひ性貝毒に関する調査 

赤潮発生海域の環境調査 

職員現員表 

 

      昭和58年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

マイワシ産卵調査（200カイリ卵稚子特定調査） 

沖合漁業調査（クロマグロ漁場調査，沖合陸棚におけるケンサキイカ分布調査，沖合の大陸

棚漁場調査，モジャコ漁況調査） 

ケンサキ・ブドウイカ資源管理技術開発研究 

フグ類資源の有効利用に関する研究 

漁況・海況予報事業 

浮魚資源調査 

底魚資源調査 

アワビ種苗生産事業 

アカウニの種苗生産事業 

サザエの種苗量産技術開発研究 

サザエ人工種苗の放流試験 

バイの産卵器設置試験 

回遊性魚類共同放流実験調査事業 

魚病病害調査研究 



冷凍フィッシュ・ブロック製造試験 

小型エビの化学成分（焼エビ原料の化学的特性，焼エビ保存中のカロチノイド量の変化） 

パーシャルフリージングによる水産物の保蔵試験（トビウオ塩干品の保蔵性，生ウニ（アカ

ウニ）の保蔵性） 

ウマズラハギの利用加工試験（焼干し製造試験） 

塩漬けマイワシの原科学的研究（魚体への塩分浸透量およびたん白質の変化について） 

麻ひ性貝毒に関する調査 

赤潮発生海域の環境調査 

人工礁漁場調査 

松本川シロウオ産卵調査 

イタヤガイ試験操業 

保護水面管理事業調査 

職員現員表 

 

昭和59年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

マイワシ産卵調査（“200カイリ”卵稚子特定調査） 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イワシ類加入機構の調査，漁場環境調査，

モジャコ漁況調査） 

ケンサキ・ブドウイカ資源管理技術開発研究 

漁況・海況予報事業 

浮魚資源調査 

底魚資源調査 

組織的調査研究活動推進事業 

アワビ種苗生産事業 

アカウニの種苗生産試験 

サザエの成熟，産卵に関する研究 

サザエの種苗量産技術開発試験 

回遊性魚類共同放流実験調査事業 

魚病病害調査研究 

魚介類有効栄養成分利用技術開発研究 

イワシ利用に関する研究（イワシ漬物製造試験） 

マイワシ酢漬品の低温貯蔵中における脂質変化（－天然ビタミンＥと相乗剤としてのフィチ

ン酸カルシウムおよびイノシトールの抗酸化性－） 

冷凍フィッシュ・ブロック製造試験 

シイラの蒲鉾化適性試験 

小型エビの化学成分（トラエビの鮮度，焼エビの白色化について） 

粒ウニ熟成における食塩・アルコール濃度の品質に及ぼす影響 

貝毒に関する調査 

赤潮発生海域の環境調査 



人工礁漁場調査 

松本川シロウオ産卵調査 

保護水面管理事業調査 

山口県における小型底びき網漁業経営の実態 

トラフグ餌料試験 

職員現員表 

漁海況情報（1号～10号） 

 

昭和60年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

マイワシ産卵調査 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イワシ類加入機構の調査，モジャコ漁況調

査） 

ケンサキイカ・ブドウイカ資源管理技術開発研究 

フグ類資源の有効利用に関する研究 

漁況・海況予報事業 

浮魚資源調査 

底魚資源調査 

組織的調査研究活動推進事業 

トラフグ放流技術開発事業 

地域沿岸漁場開発モデル調査事業 

アワビの種苗生産事業 

アカウニの種苗生産試験 

サザエの成熟・産卵に関する研究 

オニオコゼの種苗生産技術開発研究 

回遊性魚類共同放流実験調査事業 

魚病病害調査研究 

魚介類有効栄養成分利用技術開発研究 

魚醤油の試作試験 

トカゲエソの蒲鉾適性化試験 

粒ウニの品質に関する試験（バフンウニの漁獲時期別粒ウニの品質） 

煮干しイワシの油焼け防止に関する研究－酸化防止剤の適用化－ 

市販かまぼこの物性について 

貝毒に関する調査 

赤潮発生海域の環境調査 

人工礁漁場調査 

松本川シロウオ産卵調査 

保護水面管理事業調査 

昭和60年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 



漁海況情報（11～22号） 

 

      昭和61年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

マイワシ産卵調査 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イワシ類加入機構の調査，ケンサキイカ・

ブドウイカ資源生態調査，トビウオ類（ホントビウオ，ツクシトビウオ）の有効利用のため

の研究，モジャコ漁況調査） 

漁況・海況予報事業 

浮魚資源調査 

底魚資源調査 

トラフグ放流技術開発事業 

回遊性魚類共同放流実験調査事業 

地域沿岸漁場開発モデル調査事業 

アワビ種苗生産事業 

地域性重要水産資源管理技術開発総合研究（対馬暖流域のサザエ） 

ヒラメの不稔化及び雌性化種苗の量産技術に関する研究 

海面小割網生簀を用いたアカウニ種苗の育成試験 

オニオコゼの種苗生産技術開発 

魚病病害調査研究 

魚介類有効栄養成分利用技術開発研究 

魚醤油の試作試験 

トカゲエソのかまぼこ適性化試験 

焼き抜きかまぼこ製造における加熱に関する試験 

シイラの利用加工に関する研究 

貝毒に関する調査 

赤潮発生海域の環境調査 

人工礁漁場調査 

外海南部地区人工礁漁場造成事業調査 

保護水面管理事業調査 

松本川シロウオ産卵調査 

大型定置網漁業の漁獲高と漁獲金額の推移 

湊漁港内環境調査 

昭和61年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 

漁海況情報（23号～42号） 

 

      昭和61年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

マイワシ産卵調査 



外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イワシ類加入機構の調査，ケンサキイカ・

ブドウイカ資源生態調査，トビウオ類（ホントビウオ，ツクシトビウオ）の有効利用のため

の研究，モジャコ海況調査） 

漁況・海況予報事業 

浮魚資源調査 

底魚資源調査 

トラフグ放流技術開発事業 

回遊性魚類共同放流実験調査事業 

特定地域沿岸漁場開発調査事業 

アワビ種苗生産事業 

地域性重要水産資源管理技術開発総合研究（対馬暖流域のサザエ資源） 

ヒラメの不稔化及び雌性化種苗の量産技術に関する研究 

アカウニの種苗生産試験 

オニオコゼの種苗生産技術開発試験 

魚病病害調査研究 

魚介類有効栄養成分利用技術開発研究 

魚醤油の試作試験 

トカゲエソのかまぼこ適性化試験 

農林水産祭に出品された焼き抜きかまぼこの品質試験 

ひじきの加工 

煮干しイワシ油焼け防止に関する研究 

貝毒に関する調査 

赤潮発生海域の環境調査 

響灘赤潮パトロール環境調査 

見島地区人工礁漁場造成事業調査 

酸素および空気の曝気による海水中の溶存酸素量の変化について 

養殖技術改良試験（トラフグの切歯養殖試験） 

サザエ採捕の建網（底刺網）漁業 

松本川シロウオ産卵調査 

湊漁港内環境調査 

保護水面管理事業調査 

養魚場の底質改良剤散布調査 

昭和62年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 

魚海況情報（43号～59号） 

 

      昭和63年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

マイワシ産卵調査 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イワシ類加入機構の調査，ケンサキイカ・



ブドウイカ資源生態調査，トビウオ類（ホントビウオ，ツクシトビウオ）の有効利用のため

の研究，モジャコ漁況調査） 

漁況・海況予報事業 

底魚資源調査（ウマヅラハギ，ケンサキイカ，小型底曳網（縦曳１種）の投棄魚調査） 

トラフグ放流技術開発事業 

広域型資源培養管理対策推進事業（漁業経済調査，天然資源調査，栽培資源調査） 

特定地域沿岸漁場開発調査事業 

アワビ種苗生産事業 

地域性重要水産資源管理技術開発総合研究（対馬暖流域のサザエ資源） 

ヒラメの不稔化及び雌性化種苗の量産技術に関する研究 

アカウニの育成試験 

オニオコゼの種苗生産技術開発 

放流漁場高度利用開発事業（アカウニ・アワビ類） 

魚病病害調査研究 

魚介類有効栄養成分利用技術開発研究 

新珍味特産品開発試験 

バカ貝の利用加工に関する研究 

貝毒に関する調査 

人工礁漁場造成事業効果調査 

外洋性ナーサリー造成に関わる新技術開発試験 

大型鋼製魚礁研究開発事業 

松本川シロウオ産卵調査 

保護水面管理事業調査 

かん水養殖と自家汚染 

クロアワビとエゾアワビについて 

昭和63年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 

昭和63年度漁海況情報（第60号～第79号） 

 

      平成元年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

イワシ類産卵調査 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イワシ類加入機構の調査，ケンサキイカ・

ブドウイカ資源生態調査，トビウオ類の有効利用のための研究，モジャコ漁況調査） 

漁況・海況予報事業 

底漁資源調査（ウマヅラハギ，ケンサキイカ，小型底曳網（縦曳１種）の投棄魚調査） 

トラフグ放流技術開発事業 

広域型資源培養管理対策推進事業（漁業経済調査，天然資源調査，栽培資源調査） 

広域型増殖場造成事業（豊関地区） 

アワビ種苗生産事業 



地域性重要水産資源管理技術開発総合研究（対馬暖流域のサザエ資源） 

ヒラメの不稔化及び雌性化種苗の量産技術に関する研究 

アカウニ種苗の育成試験 

オニオコゼの種苗生産試験 

放流漁場高度利用開発事業（アカウニ・アワビ類） 

魚病病害調査研究 

水産加工新製品開発事業 

新珍味特産品開発試験 

イワシ酢漬品の品質改良試験 

マダイの生けじめによる鮮度試験 

貝毒に関する調査 

増殖場造成事業効果調査 

外洋性ナーサリー造成に係る新技術（電着育成礁，海中緑化システム，給餌浮魚礁）開発試

験 

大型鋼製魚礁海中調査 

湾央等流域における幼稚仔保護礁実証実験事業 

松本川シロウオ産卵調査 

保護水面管理事業調査 

平成元年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 

平成元年度漁海況情報（第80号～第96号） 

 

      平成2年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

イワシ類産卵調査（200カイリ卵稚仔特定調査） 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イワシ類加入機構の調査，シロイカ資源生

態調査，トビウオ類の有効利用のための研究，モジャコ漁況調査，対馬海峡の流動構造調査） 

漁況・海況予報事業 

底魚資源調査（メイタガレイ） 

トラフグ放流技術開発事業 

広域資源培養管理推進事業（漁業経済調査，天然資源調査，栽培資源調査） 

広域型増殖場造成事業（萩湾地区） 

アワビ種苗生産事業 

地域性重要水産資源管理技術開発総合研究（対馬暖流域のサザエ資源） 

ヒラメの不稔化及び雌性化種苗の量産技術に関する研究 

オニオコゼの種苗生産試験 

サザエ種苗の量産技術開発試験 

アカウニ餌料試験 

アカウニの異常斃死に関する調査及び治療試験 

放流海域養殖業推進調査 



特定海域養殖業推進調査 

魚類防疫対策調査研究 

新珍味特産品開発試験 

魚肉粉末品の品質改良試験 

マダイの生きしめによる鮮度保持試験 

地域水産物有効利用推進事業 

貝毒に関する研究 

増殖場造成事業効果調査 

外洋性ナーサリー造成に係る新技術（給餌浮魚礁）開発試験 

湾央等渦流域における幼稚仔保護礁実証実験事業 

沿岸漁場総合整備開発基礎調査事業 

松本川シロウオ産卵調査 

自然環境保全基礎調査 

萩湾のシオミドロ藻類調査 

平成2年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 

平成2年度漁海況情報（第97号～第113号） 

 

      平成3年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

イワシ類産卵調査（200カイリ卵稚仔特定調査） 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イワシ類加入機構調査，シロイカ資源生態

調査，トビウオ類資源生態調査，モジャコ漁況調査，対馬海峡の流動構造調査） 

漁況・海況予報事業 

トラフグ放流技術開発事業 

資源管理型漁業推進総合対策事業（広域回遊資源，地域重要資源） 

地域重要新技術開発促進事業（日本海におけるアオリイカの資源利用の研究） 

アワビ種苗生産事業 

サザエ種苗の量産技術開発試験 

雌性化ヒラメの養殖システム開発に関する研究 

オニオコゼの種苗生産 

トラフグのヘテロボッリウム駆除試験 

ムラサキウニ身入り改善試験 

放流漁場高度利用技術開発事業（ウニ，アワビ類） 

特定海域養殖業推進調査 

魚類防疫対策調査研究 

特定研究開発促進事業（水産加工品の低塩分・高水分化に伴う加工流通技術の開発） 

水産加工技術開発事業（高圧・高温処理技術を用いたイワシハンバーグの製法） 

水産加工技術基盤整備事業（近海資源の冷凍すり身化と新製品開発研究） 

貝毒に関する研究 



増殖場造成事業効果調査（アワビ） 

長門海域総合開発事業効果調査（磯根漁場造成） 

湾央等渦流域における幼稚仔保護礁実証実験事業 

阿武川ダムにおける陸封アユ調査 

松本川シロウオ産卵調査 

保護水面管理事業調査 

第4回自然環境保全基礎調査（湖沼調査） 

萩湾のシオミドロ藻類調査 

養殖漁場環境調査 

春季山口県日本海側に水揚げされる魚種へのアニサキス寄生について 

平成3年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 

平成3年度漁海況情報（第114号～第129号） 

 

      平成4年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

イワシ類産卵調査（200カイリ卵・稚仔特定調査） 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イワシ類加入機構調査，ケンサキイカ資源

生態調査，トビウオ類の有効利用のための研究，モジャコ漁況調査） 

資源管理型漁業推進総合対策事業（広域回遊資源，地域重要資源） 

トラフグ放流技術開発事業 

地域重要新技術開発促進事業（日本海におけるアオリイカの資源利用の研究） 

日本周辺クロマグロ調査（山口県海域のクロマグロの漁獲状況） 

増殖場造成事業調査（イサキ） 

漁況・海況予報事業 

海況情報収集迅速化システム開発試験事業 

アワビ種苗生産事業 

サザエ種苗の量産技術開発試験 

雌性化ヒラメの養殖システム開発に関する研究 

オニオコゼの種苗生産技術開発試験 

放流漁場高度利用技術開発事業（アワビ・ウニ類） 

特定海域養殖業推進調査 

育種による成長優良品種の作出技術開発 

魚類防疫対策調査研究 

魚介類の種苗生産及び養殖における海水浄化システムの開発（オゾン通気による海水浄化法

の研究） 

特定研究開発促進事業（水産加工品の低塩分・高水分化に伴う加工流通技術の開発） 

練り製品の品質保持試験（醗酵調味液「アルコール含有」の適用性） 

水産加工技術開発試験（養殖ヒラメの加工試作品，高温高圧処理技術を用いた加工品の試作） 

水産加工品流通促進事業（水産加工品の改良と製品開発） 



水産加工研修 

貝毒に関する調査 

松本川シロウオ産卵調査 

保護水面管理事業調査 

ワカメ養殖漁場の水中照度及び栄養塩調査 

平成4年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 

平成4年度漁海況情報（第130号～146号） 

 

      平成 5年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

イワシ類産卵調査（200カイリ卵・稚仔特定調査） 

水産生物生態調査（トビウオ） 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，ケンサキイカ資源調査，モジャコ漁況調査） 

資源管理型漁業推進総合対策事業（広域回遊資源，地域重要資源，油谷湾クルマエビ資源調

査，和久地区アワビ資源調査） 

トラフグ放流技術開発事業 

地域重要新技術開発促進事業（日本海におけるアオリイカの資源利用の研究） 

日本周辺クロマグロ調査 

増殖場造成事業調査（イサキ） 

漁協・海況予報事業 

海況情報収集迅速化システム開発試験事業 

人工礁造成事業調査 

アワビ種苗生産事業 

サザエ種苗の量産技術開発試験 

雌性化ヒラメの養殖システム開発に関する研究 

オニオコゼの種苗生産技術開発試験 

放流漁場高度利用技術開発事業（アワビ・ウニ類） 

特定海域養殖業推進調査 

育種による成長優良品種の作出技術開発 

魚類防疫対策調査研究 

魚介類の種苗生産および養殖における浄化システムの開発（オゾン通気による海水浄化法の

研究） 

萩市大渡漁場におけるエゾアワビ人工種苗の放流調査 

萩湾のクロアワビの生態等に関する２・３の知見 

特定研究開発促進事業（水産加工品の低塩分・高水分化に伴う加工流通技術の開発） 

かまぼこの凍結貯蔵と品質について 

板付かまぼこ製造における遠赤外線加熱に関する試験 

アルコールを添加したイカ塩辛の保存試験 

高温高圧処理したイカ肉の物性 



ブラックバスの加工試作品 

鰯味噌の加工試験 

水産加工品流通促進事業（水産加工品の改良と製品開発） 

水産加工研修 

長門海域総合開発事業効果調査（磯根漁場，増殖場造成） 

貝毒に関する調査 

松本川シロウオ産卵調査 

保護水面管理事業調査 

ワカメ養殖漁場の中水照度及び栄養塩調査 

平成５年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 

平成５年度漁海況情報（第１４７～１６３号） 

 

      平成 6年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

200カイリ水域内漁業資源調査 

イワシ類産卵調査（200カイリ卵・稚仔特定調査） 

水産生物生態調査（トビウオ，ムシガレイ） 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イカ類資源調査，モジャコ漁況調査） 

資源管理型漁業推進総合対策事業（広域回遊資源，地域重要資源，油谷湾クルマエビ資源調

査，和久地区アワビ資源調査） 

トラフグ放流技術開発事業 

大型回遊魚新漁業技術開発事業 

日本周辺クロマグロ調査 

増殖場造成事業調査（イサキ） 

漁況・海況予報事業 

海況情報収集迅速化システム開発試験事業 

音声による巻き上げ機事故防止装置（ボイスコントローラ）の開発 

サザエ種苗の量産技術開発試験 

雌性化ヒラメの養殖システム開発に関する研究 

オニオコゼの種苗生産技術開発試験 

放流漁場高度利用技術開発事業（アワビ・ウニ類） 

特定海域養殖推進調査 

育種による成長優良品種の作出技術開発 

放流エゾアワビの追跡調査 

魚類防疫総合推進事業調査 

アワビ類種苗大量斃死要因調査 

魚貝類の種苗生産および養殖における浄化システムの開発（オゾン通気による海水浄化法の

研究） 

特定研究開発促進事業（水産加工品の低塩分・高水分化に伴う加工流通技術の開発） 

ねり製品の品質保持試験 



チリメンの水分調整と味付けについて 

遠赤外線装置を用いて二段加熱した板付かまぼこ製造試験 

高温高圧処理したイカ肉の物性 

市販うに塩辛の品質調査 

水産加工品流通促進事業（水産加工品の改良と製品開発） 

水産加工研修 

貝毒に関する調査 

松本川シロウオ産卵調査 

保護水面管理事業調査 

ワカメ養殖漁場の栄養塩及び水中照度調査 

平成 6年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表（平成 7年 4月現在） 

平成 6年度漁海況情報（第 164～179号） 

 

      平成 7年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

我が国周辺漁業資源調査 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イカ類資源調査，モジャコ漁況調査） 

資源管理型漁業推進総合対策事業 

放流技術開発事業（中回遊性種・トラフグ） 

日本周辺クロマグロ調査 

資源管理等沿岸漁業新技術開発事業（選択漁具・漁法技術改良実証試験） 

広域増殖場造成事業調査（ヒラメ 豊関地区） 

人工礁漁場造成事業効果調査（人工漁礁に蝟集する魚類の定量化のための最適調査手法の開

発） 

漁況・海況予報事業 

海況情報収集迅速化システム開発試験事業 

サザエ種苗の量産技術開発試験 

メガイアワビの種苗量産技術開発試験 

クロアワビ浮遊幼生の収容密度別飼育試験 

オニオコゼの種苗生産技術開発試験 

日本海，北日本養殖業普及対策事業（オニオコゼの養殖試験） 

栽培漁業技術開発事業（アカウニ，エゾアワビ） 

放流エゾアワビの追跡調査 

雌性化ヒラメの養殖システム開発に関する研究 

育種による成長優良品種の作出技術開発 

アワビ類種苗大量斃死要因調査 

養殖水産動物保健対策推進事業 

特定研究開発促進事業（水産加工品の低塩分・高水分化に伴う加工流通技術の開発） 

水産加工技術開発研究 

遠赤外線加熱によるかまぼこ製造試験－肉糊の温度変化－ 



エビ塩辛に関する研究－1 －塩，アルコール，保存剤およびＰＨ調整剤による検討－ 

アユ甘露煮の保存試験 

ツメタガイの加工 

メダイ燻製の加工試験 

エチゼンクラゲの加工試験 

山口県農林畜水産物の食品素材化技術の開発 

水産山口加工品イメージアップ事業（水産加工品の改良と製品開発） 

水産加工研修 

貝毒に関する調査 

松本川シロウオ産卵調査 

保護水面管理事業調査 

ワカメ養殖漁場の栄養塩及び水中照度調査 

第 5回自然環境保全基礎調査 －海辺調査－ 

平成７年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表（平成８年 4月現在） 

平成 7年度魚海況情報（第 180～198号） 

 

      平成 8年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

我が国周辺漁業資源調査 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イカ類資源調査，モジャコ漁況調査，イト

ヨリダイ資源調査） 

放流技術開発事業（中回遊性種・トラフグ） 

日本周辺クロマグロ調査 

資源管理型漁業推進総合対策事業 

資源管理等沿岸漁業新技術開発事業（選択漁具，漁法技術改良実証試験） 

広域増殖場造成事業調査（ヒラメ 阿武・萩地区） 

人工礁漁場造成事業効果調査 

海況情報収集迅速化システム開発試験事業 

サザエ種苗の量産技術開発試験 

メガイアワビの種苗量産技術開発試験 

マダカアワビの種苗量産技術開発試験 

オニオコゼの種苗生産技術開発試験 

メガイアワビの中間育成試験 

放流エゾアワビの追跡調査 

育種による成長優良品種の作出技術開発 

養殖水産動物保健対策推進事業 

漁場環境修復推進調査事業 

水産加工技術開発研究 

イカソーセージ試作試験 －イカ皮を添加した加熱肉糊の色と物性の把握－ 

エビ塩辛に関する研究－Ⅱ －香辛料及びソルビトールの添加効果－ 



アジ調味ソボロ加工 

アジ加工品の試作試験－ふりかけ製品の検討－ 

アジ加工品の試作試験－焼きアジ製品の検討－ 

ヒノキチオール処理したアジ塩辛品の保存試作 

アマダイ延縄漁船鮮度保持実態調査 

水産加工研修 

水産やまぐち加工品イメージアップ事業 

貝毒に関する調査 

松本川シロウオ産卵調査 

ワカメ養殖漁場の栄養塩及び水中照度調査 

漁況・海況予報事業 

日本海、北日本養殖業者普及対策事業（オニオコゼの養殖試験） 

栽培漁業技術開発事業（アカウニ・エゾアワビ） 

バイテク技術によるヒラメの優良形質固定化に関する研究 

漁場保全対策推進事業 

アワビ類種苗大漁斃死要因調査 

保護水面管理事業調査 

特定研究開発促進事業－低・未利用水産物を用いた新規食品素材の開発－ 

山口県農林水産物の食品素材化技術の開発 

平成 8年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 

平成 8年度漁海況情報（第 199～217号） 

 

平成 9年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

我が国周辺漁業資源調査 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イカ類資源調査，モジャコ漁況調査，イト

ヨリダイ資源調査，メダイ資源生態調査） 

放流技術開発事業（中回遊性種・トラフグ） 

日本周辺高度回遊性魚類資源対策事業 

資源管理型漁業推進総合対策事業 

人工礁漁場造成事業調査（須佐地区） 

広域漁場開発調査事業 

遠隔投錨装置の開発 

マダカアワビの産卵促進試験 

オニオコゼの種苗生産技術開発試験 

日本海、北日本養殖業普及対策事業（オニオコゼの養殖試験） 

マダカアワビの中間育成試験 

キジハタ種苗生産試験 

ヒラメの成長優良系統作出技術の開発 

養殖水産動物保健対策推進事業 



漁場環境修復推進調査事業 

アワビ類種苗大漁斃死要因調査（地域特産種量産放流技術開発事業） 

水産加工技術開発研究（メダイ加工試験，チリ産アジ冷凍すり身の品質と試作品製造試験，

ソフト食品の開発 

試験－肉糊の安定性の検討－，マアジの一般成分分析について） 

アマダイ延縄鮮度保持実態調査結果 

中型まき網鮮度保持実態調査 

水産加工研修 

貝毒に関する調査 

松本川シロウオ産卵調査 

長門市沿岸域の水温 

新鮮やまぐち加工品・消費拡大推進事業 

資源管理等沿岸漁業新技術開発事業（選択漁具・漁法技術改良実証試験） 

人工礁漁場造成事業効果調査（人工知能技術を応用した総合魚礁効果判定技術の開発） 

新漁業管理制度推進情報提供事業・我が国周辺漁業資源調査事業（漁況・海況予報関連事業） 

栽培漁業技術開発事業（アカウニ・エゾアワビ） 

バイテク技術によるヒラメの優良形質固定化に関する研究 

漁場保全対策推進事業 

保護水面管理事業調査 

特定研究開発促進事業－低・未利用水産物を用いた新規食品素材の開発－ 

山口県農林畜水産物の食品素材化技術の開発 

平成 9年度印刷刊行物一覧表 

職員現員表 

平成 9年度漁海況情報（第 218～232号） 

 

平成 10年度 山口県外海水産試験場事業報告表題目録 

我が国周辺漁業資源調査 

外海漁業管理技術開発調査研究（魚群分布調査，イカ類資源調査，モジャコ漁況調査） 

放流技術開発事業（中回遊性種・トラフグ） 

日本周辺高度回遊性魚類資源対策事業 

日本海水産資源回復支援事業 

複合的資源管理型漁業促進対策事業 

広域漁場開発調査事業 

メガイアワビの産卵促進試験 

オニオコゼの種苗生産技術開発試験 

キジハタ種苗生産試験 

日本海・北日本養殖業普及対策事業 

ヒラメの成長優良系統作出技術の開発 

バイテク技術によるヒラメの優良形質固定化に関する研究 

栽培漁業技術開発事業（定着性種：アカウニ，エゾアワビ） 



メガイアワビの放流追跡調査 

保護水面管理事業調査 

養殖水産動物保健対策推進事業 

漁場環境修復推進調査 

漁場保全対策推進事業 

水産加工技術開発研究 

アジくん製の加工試験 

魚類廃棄物（頭，中骨，皮）より高温蒸気によるエキス成分の抽出 

瀬戸内海における黄色アナゴについて 

フィッシュポンプによる棒受け網漁獲物の陸揚げについて 

水産加工研修 

貝毒に関する調査研究 

松本川シロウオ産卵調査 

新漁業管理制度推進情報提供事業・我が国周辺漁業資源調査事業 

特定研究開発促進事業－低・未利用水産物を用いた新規食品素材の開発－ 

平成 10年度漁海況情報（第 233～232号） 

職員現員表 

＊（ ）は主要内容または特記事項を記載した 

 

 


