
漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン

和歌山県 紀伊水道(由良) 養殖ハマチ(21,130尾) 20,000 Hornellia
大阪府 大阪湾(深日、小島) 養殖ハマチ(10,200尾) 20,400 Hornellia
兵庫県 播磨灘(家島、淡路) 養殖ハマチ(665,400尾) 561,930 Hornellia

徳島県
紀伊水道(橘、椿泊、浅
川)、播磨灘(北灘、日出、
内の海)

養殖ハマチ(1,010,000尾) 1,129,160 Hornellia

香川県
播磨灘(引田、白鳥、大
内、津田、志度、庵治、内
海、高松、直島)

養殖ハマチ(1,120,300尾) 1,586,179 Hornellia

和歌山県 紀伊水道(初島漁港内)
蓄養
アジ、ハゲ等(合計210.4㎏)

不明 有色鞭毛類

＊年間漁業被害全15件を府県別にまとめて記載している。 3,317,669
1 大阪府 大阪湾(岬町地先) 養殖ハマチ(1,500尾) 1,500 Hornellia
2 広島県 安芸灘(沖美町美能漁協) 養殖ハマチ(2,200尾) 3,376 Gymnodinium
3 山口県 周防灘(下関市唐戸市場) 蓄養ハマチ(800尾) 1,000 Hornellia
4 山口県 周防灘(秋穂湾) 天然魚介類多種(合計10,000尾) 不明 Hornellia

5 徳島県 播磨灘(櫛木港)
蓄養
ベラ、カサゴ(8㎏)

4 うろこ鞭毛藻類

6 徳島県 播磨灘(北灘、内の海) 養殖ハマチ(990,000尾) 249,000 Hornellia
7 徳島県 播磨灘(内の海) 養殖ハマチ(52,000尾) 66,590 Hornellia

8 香川県 播磨灘(白島町、東讚相生) 養殖マダイ(15,610尾) 24,918
Hornellia
Gymnodinium

9 愛媛県
豊後水道(下灘湾、岩松
湾、蔣淵湾、宇和島湾、吉
田湾)

養殖
ハマチ(557,240尾)、マダイ(6,900
尾)、アジ(150,000尾)

506,290 Gymnodinium

10 大分県 周防灘(香々地港)

蓄養
クロダイ(30㎏)、アナゴ(10㎏)、ボラ
(10㎏)、タコ(15㎏)、クルマエビ(20
㎏)

不明 Hornellia

11 大分県 周防灘(豊前海沿岸) アサリ(3,416,000㎏) 262,000 Gymnodinium
＊年間漁業被害全17件中、主なもののみ記載している。 1,114,678
1 広島県 燧灘(内海町横田漁港内) 養殖トラフグ 不明 Hornellia
2 山口県 周防灘(宇部漁港内) 漁獲ボラ(30尾) 39 Gymnodinium

3 山口県 周防灘(防府市三田尻湾内)
漁獲
クルマエビ、カレイ等

1,094 Olisthodiscus

4 香川県 燧灘(豊浜及び仁尾港内)
漁獲
チヌ、イカ、カレイ

不明 Olisthodiscus

5 愛媛県 豊後水道(沿岸一帯)
養殖
ハマチ(468,000尾)、アジ(60,000尾)、
タイ(3,200尾)

326,116 Gymnodinium

6 高知県 豊後水道 不明 不明 Rizorenia
7 福岡県 周防灘(柄杓田～曽根沖合) 漁獲カニ 不明 Gymnodinium

8 大分県
豊後水道(上浦町津井浦地
先)

養殖魚介類多種(合計41,179尾) 23,460 Gymnodinium

350,709

1 徳島県
紀伊水道(小松島市和田島
及び那賀川沖合)

漁獲ハモ(505㎏) 1,590 Noctiluca

2 大分県 伊予灘(別府湾沿岸)
蓄養
クルマエビ、カレイ、タイ(合計18,408
㎏)

20,057 Olisthodiscus

3

4

5 愛媛県
豊後水道(吉田湾、宇和島
湾、宇和島遊子地先、津島
町北灘湾)

養殖
ハマチ(76,257尾)、アジ(1,500尾)

71,437

Gymnodinium
Heterosigma
Mesodinium
Skeletonema

6 香川県 播磨灘(志度湾) 養殖ハマチ(8,048尾) 15,935 Olisthodiscus

7 大分県 豊後水道(上浦町津井湾)
養殖
シマアジ(22㎏)、トコブシ(2,000個) 75 Gymnodinium

8 福岡県
周防灘(行橋市長井～豊前
市宇島に至る沿岸部)

漁獲
ボラ、セイゴ

不明 Hornellia

＊漁業被害件数について、延件数でカウントしていることから２か月にまたがる赤潮に係る件数は２件となる。 109,267

大分県 豊後水道(蒲江町入津湾)
蓄養
トコブシ(95.8㎏)、アワビ(25.4㎏)、
イセエビ(5㎏)

発生年

S54

S53

173

Gymnodinium
Olisthodiscus
Prorocentrum
Chaetoceros
小型鞭毛藻

S55

S56
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 福岡県
周防灘(行橋市沓尾～築上
郡椎田町沿岸部)

漁獲
ボラ、セイゴ

不明 Heterosigma

2 大阪府 大阪湾(下荘漁港周辺) 漁獲ボラ 不明 Prorocentrum

3 福岡県
周防灘(築上郡椎田町～吉
富町沿岸)

漁獲魚介類多種 不明 Gymnodinium'65

4 大分県 周防灘(宇佐市長洲沖)

漁獲
エイ、カレイ、スズキ、雑魚、タコ(合
計3,899㎏)

天然
トリガイ、ゴカイ(合計18,530㎏)

9,072 Gymnodinium'65

5

6

7

8

9 大阪府
大阪湾(淡輪漁港、下荘漁
港周辺)

漁獲魚介類多種 250 Prorocentrum

10 大分県 伊予灘(別府湾) 漁獲フグ(264㎏) 264 Gymnodinium'65

11 山口県 周防灘(宇部市東岐波地先)
漁獲
メバル、コチ

不明
Gymnodinium'65
Skeletonema

12 香川県
備讃瀬戸(小手島、詫間、
粟島、多度津町地先)

養殖
ハマチ(17,500尾)、マダイ(1,550尾)、
トラフグ(8,000尾)

48,825 Gymnodinium'65

13 広島県
燧灘(沼隈町、内海町、向
島町、尾道市地先)

養殖魚介類多種(合計292,114尾)

天然
クロダイ(2尾)、カワハギ(2尾)、ボラ
(数千尾)

189,132 Gymnodinium'65

14 徳島県 播磨灘(北灘沿岸) 養殖ハマチ(91,970尾) 36,788 Hornellia
15 徳島県 播磨灘(内の海) 養殖ハマチ(2,000尾) 4,000 Hornellia

16 高知県 豊後水道(宿毛湾)
養殖
ハマチ(4,000尾)、カンパチ(1,000尾)

不明 Heterosigma

17 和歌山県 紀伊水道(加太港内) 漁獲マダイ(100㎏) 500 Heterosigma

18 香川県
播磨灘(志度町、津田町地
先)

養殖
マダイ(2,700尾)、クロダイ(400尾)、
ヒラメ(10,000尾)、アジ(2,500尾)、ハ
マチ(7,459尾)

28,807 Noctiluca

＊漁業被害件数について、延件数でカウントしていることから２か月にまたがる赤潮に係る件数は２件となる。 1,096,460

漁獲魚介類多種(合計3,146㎏)

天然
アワビ(11,300㎏)、アサリ(219,200㎏)

S57

香川県
播磨灘(小豆島北部、豊島
北部、直島、男木島海域)

Hornellia

大分県 伊予灘(姫島～杵築市沖) Gymnodinium'6551,322

養殖ハマチ(291,003尾) 727,500
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1

2

3 大阪府 大阪湾(泉南市下荘漁港内)
蓄養
スズキ、ボラ(合計50尾)

300 Prorocentrum

4 兵庫県
紀伊水道(南淡町沼島、南
淡町福良)

養殖ハマチ(14,693尾) 17,500 Hornellia

5 徳島県
紀伊水道(阿南市橘湾、椿
泊湾)

養殖ハマチ(258,778尾) 254,818 Hornellia

6 徳島県 紀伊水道(由岐町木岐) 養殖ハマチ(21,000尾) 18,120 Hornellia
7 徳島県 播磨灘(鳴門市北灘町沿岸) 養殖ハマチ(6,200尾) 8,432 Hornellia

8

9

10 徳島県 播磨灘(鳴門市内の海)
天然
メバル、タナゴ、ハゼ、ハオコゼ

不明 Hornellia

11 愛媛県
豊後水道(三瓶町三瓶湾、
宇和島市宇和島、明浜町明
浜、宇和島市下波)

養殖ハマチ(26,000尾)

蓄養アジ(2,000尾)
22,060 Gymnodinium'65

12 大分県 豊後水道(蒲江町入津湾) 天然アサリ(2,000㎏) 不明 Prorocentrum
13 香川県 播磨灘(引田町地先) 養殖ハマチ(6,249尾) 14,373 Noctiluca

＊漁業被害件数について、延件数でカウントしていることから２か月にまたがる赤潮に係る件数は２件となる。 381,409
1 山口県 周防灘(秋穂町花香地先) 漁獲ボラ 不明 Chattonella antiqua

2 福岡県 周防灘(椎田町～豊前市)
漁獲
ボラ、スズキ、キス、アナゴ(合計
4,400㎏)

1,080 Chattonella antiqua

3 福岡県 周防灘(苅田町苅田港内)
漁獲
ボラ、スズキ、キス、アナゴ(合計
1,000㎏)

900
Prorocentrum triestinum
Chattonella antiqua
Heterosigma akashiwo

4 福岡県 周防灘(豊前市東部地先)
漁獲
コチ、アブラメ(合計1,670㎏)

1,200 種不明

5 大分県
豊後水道(米水津湾楠ノ
浦、色利浦)

養殖
シマアジ(1,184尾)、タイ(980尾)、ハ
マチ(16尾)

2,150
Heterosigma sp.
小型鞭毛藻

5,330

1 山口県
周防灘(光市牛島～徳山市
戸田)

養殖
ハマチ(1,600㎏)、マダイ(500㎏)、ト
ラフグ(400㎏)、アカガイ(1,900㎏)

6,952 Gymnodinium nagasakiense

2 山口県 周防灘(光市～宇部市)
蓄養ヒラメ(600㎏)

漁獲魚介類多種(合計3,200㎏)
3,713 Gymnodinium nagasakiense

3 山口県
周防灘(熊毛郡平生町～宇
部市)

漁獲魚介類多種(合計25,000㎏) 21,248 Gymnodinium nagasakiense

4 山口県
周防灘(小野田市高泊～山
陽町埴生地先)

養殖ノリ(板ノリ1,100万枚) 40,000 Gymnodinium nelsoni

5 福岡県
周防灘(一部沿岸域を除く
福岡県ほぼ全域)

蓄養魚介類(約50,000㎏)

天然アサリ(約1,550,000kg)
195,000 Gymnodinium nagasakiense

6 大分県 伊予灘、周防灘、豊後水道

養殖魚介類多種(合計91,000kg)

蓄養魚介類多種(合計13,000㎏)

漁獲魚介類多種(合計3,864,000㎏)

712,400 Gymnodinium nagasakiense

7 愛媛県 伊予灘(長浜町～伊方町)
天然
アワビ(1,600㎏)、サザエ(1,000㎏)、
トコブシ(400㎏)

15,021 Gymnodinium nagasakiense

8 愛媛県 豊後水道(西海町) 養殖ハマチ(23,041尾) 26,735 Gymnodinium sp.
1,021,069 ＊被害金額は案件ごとに千円未満を四捨五入しているため、年報に記載の金額と差が生じている。

Heterosigma

兵庫県 播磨灘(沿岸各地)
漁獲
ハマチ、アナゴ、メバル(合計87,800
㎏)

45,600 Hornellia

S60

S59

S58

蓄養
カレイ、クルマエビ、その他(合計147
㎏)

漁獲
ハマチ(50㎏)、クロダイ(10㎏)

206伊予灘(別府湾)大分県
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 徳島県 播磨灘(折野～粟田海岸)
漁獲
クロダイ、マダイ

16 鞭毛藻

2 大分県 豊後水道
養殖魚介類多種(合計82,100㎏)

蓄養魚介類多種(合計41,200㎏)
152,983 Gymnodinium nagasakiense

3 大分県 伊予灘(別府湾)

蓄養
コチ、アイナメ、タコ(合計500㎏)

漁獲
コチ(1,600㎏)、クルマエビ(800㎏)

5,308 Gymnodinium nagasakiense

4 山口県 周防灘(防府市牟礼地先) 漁獲カレイ(400㎏) 500 Gymnodinium nagasakiense

5 山口県
伊予灘(大島郡橘町安下庄
地先)

蓄養魚介類多種(合計1,100㎏) 1,206 Gymnodinium nagasakiense

6 愛媛県 豊後水道(宇和島市遊子) 養殖ハマチ(4,700㎏) 4,668 Gymnodinium nagasakiense
7 徳島県 播磨灘(引田～大浦) 養殖ハマチ(5,600㎏) 5,600 Chattonella antiqua
8 香川県 播磨灘(引田沖海域) 養殖ハマチ(99,300㎏) 96,000 Chattonella antiqua

9 山口県
安芸灘(大島郡東和町下田
地先)

漁獲アナゴ(100㎏) 168 Gymnodinium nagasakiense

10 高知県
豊後水道(宿毛市大島、栄
喜)

養殖
ヒラメ(3,000㎏)、ハマチ(700㎏)

3,100
Gymnodinium nagasakiense
Gymnodinium simplex
Gonyaulax sp.

11 大阪府
大阪湾(大阪府岬町小島泉
大津市沖)

養殖
ハマチ(20,000㎏)

漁獲
カワハギ、クロダイ、アジ、セイゴ(合
計2,100㎏)

16,214 Chattonella antiqua

12 和歌山県
紀伊水道(塩津及び戸坂漁
港内)

天然魚介類多種 不明 Chattonella antiqua

13 徳島県 紀伊水道(椿泊湾) 養殖ハマチ(88,400㎏) 88,400 Chattonella antiqua

14 山口県 周防灘(防府市野島地先)
養殖
ヒラメ、ハマチ(合計100㎏)

174 Gymnodinium nagasakiense

374,337

1 大阪府

大阪湾(大和川河口を除く
湾奥、泉佐野沖合、淡輪地
先、泉南郡岬町小島養魚
場)

養殖ハマチ(400尾)

蓄養ハマチ(約2,500尾)
不明 Heterosigma akashiwo

2 和歌山県 紀伊水道(田辺湾)
養殖ハマチ(398,300尾)

蓄養マイワシ(9,900,000尾)
130,500 Gymnodinium nagasakiense

3 大分県 豊後水道(津久見湾) 養殖ブリ(7,000尾) 不明 Gymnodinium nagasakiense

4 兵庫県
播磨灘(姫路～赤穂、北部
坊勢)

養殖
ハマチ(700尾)

漁獲
クロダイ、コノシロ、カレイ、メバ
ル、ボラ

1,050
Chattonella antiqua
Chattonella marina

5 徳島県
紀伊水道(今切港～伊島沖
合)

養殖ハマチ(316,600尾) 435,600 Chattonella antiqua

6 徳島県
紀伊水道(伊島沖～宍喰港
沖合)

養殖ハマチ(23,500尾) 37,600 Chattonella antiqua

7 兵庫県 紀伊水道(南淡町福良湾) 養殖ハマチ(19,300尾) 289,500 Chattonella antiqua
8 大阪府 大阪湾(泉南郡岬町) 養殖ハマチ(6,000尾) 9,000 Chattonella antiqua
9 徳島県 播磨灘(北灘地先) 養殖ハマチ(572,000尾) 575,400 Chattonella antiqua
10 徳島県 播磨灘(内の海) 養殖ハマチ(40,000尾) 64,000 Chattonella antiqua

11 香川県
播磨灘(南部・引田、大
内、志度町沖)

養殖ハマチ(745,000尾) 988,000 Chattonella antiqua

12 愛媛県 豊後水道(八幡浜市舌間湾) 養殖マアジ(370,000尾) 2,500 Gymnodinium nagasakiense
2,533,150

S61

S62
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 和歌山県 紀伊水道(田辺湾磯間漁港) 蓄養ハマチ(約1,200尾) 1,900 Gymnodinium nagasakiense
2 大分県 豊後水道(佐伯湾) 養殖ブリ類(約55,000尾) 不明 Gymnodinium nagasakiense

3 和歌山県
紀伊水道(和歌浦湾和歌浦
漁港内)

蓄養ハマチ(約400尾) 900 Gymnodinium nagasakiense

4 山口県 周防灘(佐合島地先) 漁獲タコ 不明 Gymnodinium nagasakiense

5 徳島県 紀伊水道(阿南市中林漁港)
漁獲
サバ・イワシ(合計2,400㎏)、アナゴ
(380㎏)、タイ(25尾)

930 Gymnodinium nagasakiense

6 徳島県 紀伊水道(阿南市椿泊港)
漁獲
ハモ(387㎏)、タコ(81㎏)、ハゲ(66㎏)

809 Gymnodinium nagasakiense

7 徳島県 紀伊水道(阿南市橘湾) 漁獲サザエ(500㎏) 600 Gymnodinium nagasakiense

8 徳島県 紀伊水道(海部郡沿岸部)

養殖
ハマチ(60尾)、カンパチ(1,350尾)

漁獲
アワビ(227個)、サザエ(1,000㎏)

3,484 Gymnodinium nagasakiense

9 高知県 豊後水道(宿毛湾) 養殖魚アジ(200,000尾) 不明 Gymnodinium sp.
10 香川県 播磨灘(内海湾) 蓄養マダイ 不明 ラフィド藻の一種

8,623

1 山口県 周防灘(三田尻湾内) 天然タコ 不明
Skeletonema sp.
Gymnodinium nagasakiense

2 山口県 周防灘(戸仲漁港内) 蓄養タコ 不明 Gymnodinium nagasakiense

3 大分県 伊予灘(別府湾)

蓄養魚介類
アジ、タチウオ、タコ(合計620㎏)

漁獲魚介類多種(合計2,143㎏)

天然魚介類
アワビ(1,340㎏)、サザエ(10,869㎏)、
アサリ(6,735㎏)、マテガイ(905㎏)

4,463 Gymnodinium nagasakiense

4 山口県 周防灘(祝島、八島沖) 蓄養フグ 不明 Gymnodinium nagasakiense

5 大分県 豊後水道(佐伯湾)

養殖
ブリ(156,892尾)、タイ(3,000尾)、シ
マアジ(740尾)、ヒラマサ(6,000尾)、
フグ(200尾)

485,888 Chattonella antiqua

6 香川県 播磨灘(志度湾)
天然
カレイ、クロイソ等の稚魚等

不明 Gymnodinium sp.

490,351
1 和歌山県 紀伊水道(田辺湾) 蓄養アジ(2,500尾) 350 Prorocentrum triestinum

2 香川県 燧灘(豊浜港地先)
漁獲
メバル、アイナメ、クロダイ等

不明 Heterosigma akashiwo

3 香川県 燧灘(東部海域) 養殖トラフグ(15,400尾) 1,780 Skeletonema costatum

4 山口県 伊予灘(平郡漁協前)
蓄養
タコ、タイ

不明 Mesodinium sp.

5 山口県 伊予灘(四代漁港内)

蓄養
タコ、アイナメ

天然
メバル

不明 Mesodinium sp.

6 徳島県 播磨灘(鳴門市内の海)
天然
ボラ、スズキ、ハオコゼ、カニ等

不明 Gymnodinium nagasakiense

7 福岡県 周防灘(豊前海全域) 養殖カキ 不明 Ceratium furca
2,130

H2

H1

S63
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 山口県 周防灘(光市室積湾) 蓄養アジ(60㎏) 不明 Heterosigma akashiwo
2 広島県 安芸灘(広島湾) 養殖魚介類多種(合計1,762,000尾) 1,261,000 Gymnodinium nagasakiense

3 山口県
安芸灘、伊予灘、周防灘
(大島町他9市町)

養殖
トラフグ(169,127尾)、ハマチ(57,000
尾)、マダイ(45,000尾)、シマアジ
(15,000尾)

漁獲・蓄養
タコ、アナゴ、タイ、その他(合計
4,000㎏)

天然魚介類

239,513 Gymnodinium nagasakiense

4 大分県 伊予灘(別府湾)

蓄養
トラフグ(10尾)

漁獲
チヌ、ボラ、ハマチ、タコ

不明 Gymnodinium nagasakiense

5 大分県
豊後水道(津久見湾、臼杵
湾)

養殖
ヒラメ(907尾)、真珠母貝(22,222枚)、
ブリ(2,050尾)

蓄養魚介類多種(合計45,135尾)

28,378 Noctiluca miliaris

1,528,891

1 徳島県
紀伊水道(小松島市元根井
港周辺)

蓄養クロダイ等 不明 Heterosigma akashiwo

2 山口県 安芸灘(浮島樽見瀬戸西側) 養殖トラフグ(4,200尾) 300 Gymnodinium mikimotoi
3 大分県 伊予灘(日出町地先) 漁獲魚介類多種 不明 Gymnodinium mikimotoi

4 大分県
豊後水道(臼杵市下ノ江地
先)

蓄養アジ 不明 Gymnodinium mikimotoi

5 愛媛県 豊後水道(吉田湾)
養殖
ハマチ(5,600尾)、ヒラメ(7,000尾)、
スズキ(100尾)

12,292 Gymnodinium mikimotoi

6 愛媛県 豊後水道(法花津湾) 養殖ハマチ(1,300尾) 3,910 Gymnodinium mikimotoi
16,502

1 和歌山県 紀伊水道(塩津、戸坂地先)
蓄養ハモの餌
サバ(30,000尾)、アジ(800尾)

不明 Heterosigma sp.

2 山口県 周防灘(徳山市地先)
養殖ハマチ

蓄養マダイ
3,659

Heterosigma akashiwo
Chattonella sp.

3 大分県 伊予灘(大分市地先)
漁獲
コチ、クルマエビ、イカ

不明 Heterosigma sp.

4 大分県 豊後水道(米水津湾)
養殖
シマアジ(5,000尾)、トラフグ(3,000
尾)

1,590 Heterosigma

5 大分県 豊後水道(佐伯湾) 養殖(陸上)ヒラメ(32,500尾) 6,250 Noctiluca scintillans
6 大分県 豊後水道(津久見市日代) 養殖ブリ(34,000尾) 100,000 Gonyaulax polygramma

111,499

1 徳島県 播磨灘(鳴門市北灘町沿岸)

蓄養魚介類

漁獲
アナゴ(154.9㎏)、タコ類(82.9㎏)、タ
イ(2.7㎏)、カレイ類(6.1㎏)、エビ類
(14.9㎏)

190 Noctiluca scintillans

2 愛媛県
豊後水道(宇和海北部～中
部)

養殖魚介類多種 804,095 Gonyaulax polygramma

804,285

H3

H6

H5

H4
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 愛媛県 豊後水道(宇和島湾)
養殖
ハマチ(9,000尾)、シマアジ(4,000尾)

13,500 Heterosigma akashiwo

2 山口県
周防灘(防府市向島～佐波
島)

漁獲
メバル、スズキ

不明 Noctiluca scintillans

3 香川県 燧灘(詫間町大浜地先) 養殖トラフグ(3,000尾) 500 Leptocylindrus sp.

4 大分県 豊後水道(鶴見町松浦湾)
養殖ブリ(350尾)

蓄養ゴマサバ(2,900尾)
3,000 Gymnodinium mikimotoi

5 兵庫県
播磨灘(鹿ノ背南部、赤穂
市福浦～相生市、家島町、
西淡町)

養殖
マガキ稚貝(5,380,000個)

蓄養
メバル(36,000尾)、アジ(6,000尾)

漁獲
アジ、イワシ

141,700 Gymnodinium mikimotoi

6 徳島県 紀伊水道(海部沿岸) 天然トコブシ等(350㎏) 不明 Gymnodinium mikimotoi
7 岡山県 播磨灘(邑久町虫明地先) 養殖ヒラメ(8,000尾) 2,783 Gymnodinium mikimotoi

8 香川県 播磨灘(南西部海域)

養殖魚介類多種(合計552,900尾)

蓄養
スズキ(100尾)、ハギ(670尾)、メバル
(600尾)

天然魚介類多種

469,457 Gymnodinium mikimotoi

9 山口県
安芸灘(橘町浮島樽見瀬戸
付近)

養殖
トラフグ(43,000尾)、メバル(800㎏)、
カワハギ(200㎏)

8,000 Gymnodinium mikimotoi

10 広島県 安芸灘(大竹市大野町)
養殖
マガキ稚貝(6,100,000枚)、アサリ
(210,000㎏)

324,886 Heterocapsa circularisquama

963,826

1 徳島県 紀伊水道(鳴門市、阿南市)

漁獲魚介類多種

天然
ハモ、アナゴ

不明 Gymnodinium sp.

2 山口県 周防灘(徳山市戸田) 養殖ハマチ(200尾) 140 Gymnodinium mikimotoi

3 山口県
安芸灘(橘町浮島、岩国市
柱島、東和町伊保田)

養殖
トラフグ

漁獲
マダコ、ハモ、メバル、アイナメ、マ
ダイ

400 Gymnodinium mikimotoi

4 福岡県 周防灘(苅田町苅田港) 蓄養コウイカ 不明 Gymnodinium mikimotoi

5 広島県
安芸灘(大竹市阿多田島周
辺)

養殖ハマチ(29,700尾) 87,000 Gymnodinium mikimotoi

6 大分県 伊予灘(別府湾) 漁獲魚介類 不明 Gymnodinium mikimotoi

7 香川県 播磨灘(南西部海域)

養殖
マダイ(26,949尾)、カンパチ(849尾)、
スズキ(4,216尾)

天然
メバル、カサゴ等

37,349 Gymnodinium mikimotoi

8 徳島県 紀伊水道(椿泊湾) 養殖ハマチ(12,170尾) 15,000 Gymnodinium mikimotoi
9 大分県 周防灘(宇佐市～真玉町) 漁獲魚介類 不明 Gymnodinium mikimotoi
10 和歌山県 紀伊水道(下津港内) 漁獲アジ(130㎏) 100 Gymnodinium mikimotoi

11 広島県
燧灘(福山市走島地先、御
調郡向島地先)

養殖トラフグ(9,820尾) 2,480 Gymnodinium mikimotoi

12 香川県 播磨灘(南西部海域)
蓄養
ハマチ(200尾)、カワハギ(150尾)、マ
ダイ(50尾)

163 Cochlodinium polykrikoides

142,632

H7

H8
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 徳島県
紀伊水道(徳島空港沖～那
賀川町沖)

ノリ、ワカメの色落ち 不明 Rhizosolenia sp.

2 大分県
豊後水道(佐伯湾、大分県
海洋水産研究センター内)

放流用種苗
シマアジ(58,700尾)、モジャコ(200尾)

不明 Heterosigma akashiwo

3 大分県 豊後水道(佐伯湾)

養殖
ブリ(1,280尾)、アワビ(10,000個)、ヒ
ラメ(2,600尾)、ホシガレイ(4,000尾)

蓄養
マアジ(925㎏)

4,984 Gymnodinium mikimotoi

4 大阪府 大阪湾(岬町小島養魚場) 養殖ハマチ(約20,000尾) 不明 Chattonella marina
5 福岡県 周防灘(行橋市長井) 天然バカガイ(80,500㎏) 不明 Gymnodinium mikimotoi

6 大分県 豊後水道(臼杵湾)
養殖
ブリ(7,750尾)、ヒラマサ(800尾)、サ
バ(100尾)、アワビ(26,797個)

22,478 Gymnodinium mikimotoi

7 大分県 豊後水道(津久見湾)

養殖
カンパチ(370尾)、イサキ(300㎏)、ヒ
ラマサ(2,160尾)、ブリ(2,100尾)

蓄養
マダコ(211尾)

10,560 Gymnodinium mikimotoi

8 広島県
安芸灘(奥の内湾、江田島
湾)

養殖マガキ(4,940,000枚) 222,330 Heterocapsa circularisquama

9 福岡県 周防灘(吉富町吉富干潟) 天然アサリ(170,000㎏) 38,000 Heterocapsa circularisquama
10 大分県 豊後水道(入津湾) 養殖シマアジ(1,661尾) 不明 Heterosigma akashiwo
11 広島県 燧灘(内海町田島周辺) 養殖魚介類多種 23,198 Gymnodinium sp.(伊万里型)

321,550

1 山口県
周防灘(防府市牟礼堀越～
末田)

漁船活魚水槽内
メバル、アブラメ

不明 Noctiluca sp.

2 愛媛県
豊後水道(吉田湾及び宇和
島湾)

養殖
シマアジ(25,100尾)、カンパチ(10,000
尾)、トラフグ(32,500尾)

15,890
Heterosigma akashiwo
Prorocentrum dentatum

3 広島県 安芸灘(大竹市阿多田島) 養殖ハマチ(1,000尾) 2,880 Gymnodinium mikimotoi

4 大分県 豊後水道(臼杵湾)
蓄養
アナゴ(20尾)、フカ(2尾)

不明 Heterosigma akashiwo

5 広島県
安芸灘(広島湾、呉湾、広
湾)

養殖
マガキ(85,181,000枚)、アサリ
(240,000㎏)

3,878,899 Heterocapsa circularisquama

6 大分県 豊後水道(臼杵湾) 養殖アワビ(652個) 411 Gonyaulax polygramma
7 大分県 豊後水道(米水津湾) 養殖トラフグ(4,303尾) 1,021 Gonyaulax polygramma

8 山口県
周防灘(山陽町埴生～宇部
沖合)

漁獲タイラギ

天然アサリ
不明 Heterocapsa circularisquama

9 香川県
備讃瀬戸(坂出市御供所漁
港内)

漁獲
カレイ類、メバル、タコ、シタビラメ
類等

不明 Gymnodinium pulchellum

10 大分県 伊予灘(別府湾)
漁獲
カワハギ、イシダイ、カレイ類等

不明 Gonyaulax polygramma

11 和歌山県 紀伊水道(湯浅湾)
養殖
ハマチ、ヒラマサ(約200尾)

不明 Heterosigma akashiwo

3,899,101

1 大分県 豊後水道(蒲江町猪串湾)
蓄養
ヒラマサ、カンパチ

不明 Cochlodinium sp.

2 福岡県 周防灘(豊前市宇島港内) 養殖ウマヅラハギ 不明 Heterosigma akashiwo
3 大分県 豊後水道(蒲江町入津湾) 蓄養シマアジ 不明 Gymnodinium mikimotoi

4 大阪府 大阪湾(岬町地先)
養殖ハマチ(約1,000尾)

蓄養ハマチ(約300尾)
不明 Chattonella antiqua

5 山口県 周防灘(山陽町沿岸)
蓄養
カレイ、クロダイ、クルマエビ

不明 Chattonella antiqua

6 山口県 安芸灘(由宇町神代沿岸) 漁獲コノシロ 不明 Gymnodinium mikimotoi

7 岡山県
備讃瀬戸(笠岡市沖六島周
辺)

養殖トラフグ 不明 Cochlodinium polykrikoides

不明

H11

H10

H9
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 大阪府 大阪湾(岬町) 蓄養アジ(約400㎏) 不明 Heterosigma akashiwo
2 大分県 豊後水道(臼杵湾) 蓄養マアジ 不明 Heterosigma akashiwo

3 福岡県 周防灘(豊前海全域)
漁獲
スズキ、コチ、メバル、シャコ等

不明 Gymnodinium mikimotoi

4 山口県 周防灘(山陽町厚狭漁港)
漁獲
コノシロ、スズキ、ボラ

不明 Heterosigma akashiwo

5 大分県 周防灘(宇佐市地先)
漁獲
スズキ、クロダイ等(合計830㎏)

830 Gymnodinium mikimotoi

6 広島県 燧灘(広島県東部海域)
養殖
スズキ・マダイ等稚魚、マダイ、クロ
イソ等(合計182,195尾)

21,610 Gymnodinium mikimotoi

7 岡山県 備讃瀬戸(笠岡市沖)
養殖
トラフグ、アワビ

不明 Gymnodinium mikimotoi

8 愛媛県
豊後水道(下波、蒋渕、北
灘、下灘)

養殖
ハマチ、ヒラマサ、シマアジ(25,800
尾)

8,900
Chattonella antiqua
Chattonella marina

9 大分県 豊後水道(入津湾) 養殖ブリ(75,000尾) 22,500 Chattonella sp.
10 山口県 周防灘(徳山市櫛ヶ浜漁港) 漁獲カレイ等 不明 Gymnodinium mikimotoi

53,840
1 兵庫県 播磨灘(北部沿岸) ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

2 福岡県
周防灘(北九州市門司区～
築上郡椎田町の各漁港)

スズキ、ボラ、コウイカ等 不明 Heterosigma akashiwo

3 香川県 播磨灘(屋島湾) クロダイ(約420尾) 8 Heterosigma akashiwo
4 香川県 播磨灘(引田町地先) スズキ(約10,000尾) 2,000 Gymnodinium sp. 伊万里型

5 大分県 豊後水道(臼杵湾)

養殖
ブリ(22,000尾)、ヒラマサ(18,700
尾)、カンパチ(750尾)、マサバ(12,000
尾)、アワビ(26,697個)

蓄養
アワビ、サザエ、ウニ(合計556㎏)、ケ
ンサキイカ(183㎏)

174,265 Gymnodinium mikimotoi

6 山口県 安芸灘(大島郡北部海域) アナゴ、タコ等 不明 Gymnodinium mikimotoi

7 和歌山県
紀伊水道(大崎漁港内、和
歌浦漁港内)

天然メバル稚魚等(約200尾)
ハマチ(約10,000㎏)

12,000 Mesodinium rubrum

188,273
1 兵庫県 播磨灘(北部沿岸) ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

2 大分県 豊後水道(猪串湾)

養殖
カンパチ(25,260尾)、シマアジ(21,900
尾)
蓄養
カンパチ(180㎏)

39,534 Cochlodinium polykrikoides

3 大分県 豊後水道(名護屋湾)

養殖
ブリ(3,000尾)、ヒラマサ(10尾)、マダ
イ(3,000尾)、イサキ(10,000尾)

蓄養
アオリイカ(30㎏)

7,421 Cochlodinium polykrikoides

4 福岡県
周防灘(福岡県周防灘各漁
港内及びその周辺)

蓄養
スズキ、ボラ、クロダイ等

不明 Heterosigma akashiwo

5 愛媛県 豊後水道(御荘湾)
養殖
ヒラマサ(3,500尾)、カンパチ(500尾)

6,800 Cochlodinium polykrikoides

6 広島県
安芸灘(大竹市阿多田、佐
伯郡沖美町)

養殖魚介類多種(合計281,731尾) 115,400 Gymnodinium mikimotoi

7 山口県
周防灘、伊予灘(防府市沿
岸)

漁獲ハモ(1,034kg) 760 Gymnodinium mikimotoi

8 愛媛県 豊後水道(岩松湾)
養殖
マダイ(59,400尾)、スズキ(41,500尾)

52,599
Prorocentrum dentatum
Gymnodinium mikimotoi

222,514

H12

H13

H14
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 兵庫県 播磨灘(北部沿岸) ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

2 香川県
播磨灘(東かがわ市引田地
先)

養殖カンパチ(34,400尾) 86,000
Chattonella verruculosa
Chattonella globosa

3 兵庫県 播磨灘(家島諸島周辺) 養殖ハマチ(10,860尾) 5,177
Chattonella antiqua
Chattonella marina

4 愛媛県 豊後水道(御荘湾) 養殖カンパチ(200尾) 720 Cochlodinium polykrikoides
5 徳島県 播磨灘(鳴門市北灘町沿岸) 養殖ハマチ(291,000尾) 660,000 Chattonella antiqua

6 香川県
播磨灘(東かがわ市引田地
先)

養殖
ハマチ、カンパチ(合計261,900尾)

490,000 Chattonella antiqua

7 山口県
安芸灘、伊予灘、周防灘
(平生町地先)

蓄養ハモ 1,070 Gymnodinium mikimotoi

8 大分県 豊後水道(臼杵佐志生地先) 養殖魚介類多種(合計18,654尾) 28,657 Gymnodinium mikimotoi
1,271,624

1 兵庫県
大阪湾、播磨灘(大阪湾北
西部、播磨灘北部及び淡路
島沿岸)

ノリの色落ち 不明
Coscinodiscus wailesii
Eucampia zodiacus

2 愛媛県 豊後水道(岩松湾)
養殖
マダイ(295,400尾)、スズキ(15,000
尾)、シマアジ(2,122尾)

160,372 Cochlodinium polykrikoides

3 広島県 燧灘(福山市内海町)
養殖
ヒラメ(29,400尾)、マダイ(630尾)

21,270
Chattonella antiqua
Chattonella ovata

4 兵庫県 播磨灘(淡路島西浦地先)
漁獲
メバル、カサゴ、ハモ、タコ

不明 Gymnodinium mikimotoi

5 香川県
備讃瀬戸、燧灘(詫間町
志々島地先)

養殖ハマチ(20,000尾) 29,000 Chattonella ovata

6 高知県 豊後水道(宿毛湾)
養殖
フグ、ハマチ、カンパチ

不明 Gymnodinium mikimotoi

7 大分県
豊後水道(蒲江町猪串湾、
屋形島)

養殖
カンパチ(250尾)、ハマチ(200～300
尾)、シマアジ(30～50尾)

不明 Gymnodinium mikimotoi

8 大阪府 大阪湾(岬町地先)
蓄養
ハマチ(約1,400尾)、ヒラマサ(約500
尾)、カンパチ(300尾)

不明 Gymnodinium mikimotoi

9 山口県 周防灘(笠戸湾)
養殖
トラフグ(24,550尾)、ブリ等(90尾)

11,100 Gymnodinium mikimotoi

10 広島県 安芸灘(大竹市阿多田島)
養殖
ハマチ(39,300尾)、ヒラメ(15,000尾)

167,600
Chattonella antiqua
Chattonella ovata

11 大分県 豊後水道(蒲江町入津湾) 養殖トラフグ 不明 Odontella mobiliensis
12 徳島県 紀伊水道(阿南市椿泊沿岸) 養殖ハマチ(1,300尾) 3,000 Mesodinium rubrum

13 大分県 豊後水道(蒲江町入津湾)
養殖
カンパチ、ブリ等

不明 Chattonella verruculosa

392,342

1 兵庫県
大阪湾、播磨灘(大阪湾北
西部、播磨灘北部及び淡路
島沿岸)

ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

2 大分県 豊後水道(臼杵市佐志生)

養殖
ブリ(5,736尾)、カンパチ(132尾)

漁獲・蓄養
フカ等(220尾)

2,930 Gymnodinium mikimotoi

3 大分県
豊後水道(津久見市千怒
崎、黒島)

漁獲・蓄養マダコ

養殖カンパチ
不明 Gymnodinium mikimotoi

4 大分県
豊後水道(佐伯市大入島、
佐伯市上浦、佐伯市鶴見)

養殖・蓄養・天然魚介類多種 264,357 Gymnodinium mikimotoi

5 徳島県 紀伊水道(阿南市椿泊) 養殖マダイ(33,370尾) 不明 Gonyaulax polygramma
6 愛媛県 豊後水道(宇和島湾) 養殖魚介類多種(合計114,625尾) 50,101 Gymnodinium mikimotoi
7 山口県 周防灘(平生湾) 蓄養ハモ 不明 Gymnodinium mikimotoi

317,388

H17

H15

H16
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 兵庫県 播磨灘(北部) ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

2 香川県
播磨灘、備讃瀬戸、燧灘海
域

ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

3 大分県 豊後水道(猪串湾)

漁獲・蓄養
ブリ(30,000尾)

養殖
カンパチ(580尾)、マサバ(4,000尾)、
シマアジ(1,200尾)、ブリ・カンパチ

14,108 Cochlodinium polykrikoides

4 愛媛県 豊後水道(御荘湾)
養殖
カンパチ(6,300尾)、マダイ(1,700尾)

11,980 Cochlodinium polykrikoides

5 山口県 周防灘(笠戸湾) 養殖トラフグ(23,210尾) 9,300 Karenia mikimotoi
6 大分県 伊予灘(別府湾) 漁獲・蓄養ハモ(150㎏) 3,000 Karenia mikimotoi

7 大分県 豊後水道(臼杵湾)

養殖魚介類多種(魚類・合計111,033
尾、貝類・合計2,490個)

漁獲・蓄養モジャコ(601尾)

113,673 Karenia mikimotoi

8 大分県 豊後水道(津久見湾)
養殖サバ(40,000尾)

漁獲・蓄養アワビ(10個)
16,037 Karenia mikimotoi

9 大分県 豊後水道(佐伯湾)
養殖アワビ(2,000個)

漁獲・蓄養マアジ
11 Karenia mikimotoi

10 大分県 豊後水道(入津湾)

養殖
ブリ(2,000尾)、トラフグ(6,255尾)、
ヒラメ(17,198尾)、アワビ(110,700個)

漁獲・畜養アワビ(20㎏)

14,244 Karenia mikimotoi

11 広島県 燧灘(福山市田島地先) 養殖ヒラメ(15,000尾) 21,000 Cochlodinium polykrikoides
203,353

1 兵庫県
大阪湾、播磨灘(大阪湾北
西部及び播磨灘北部)

ノリの色落ち 不明

Skeletonema costatum
Chaetoceros spp.
Thalassiosira spp.
Coscinodiscus wailesii
Eucampia zodiacus

2 大阪府
大阪湾(堺市地先、田尻町
地先、春木漁港内)

蓄養魚介類多種 不明 Alexandrium tamarense

3 愛媛県 豊後水道(御荘湾) 養殖ヒラメ稚魚(30,000尾) 7,500 Cochlodinium polykrikoides
4 大分県 豊後水道(佐伯湾) 養殖魚介類多種(合計82,800尾) 36,245 Karenia mikimotoi

5 愛媛県
豊後水道(宇和海中部～北
部海域)

養殖魚介類多種(合計326,000尾) 374,826 Karenia mikimotoi

6 大分県 豊後水道(入津湾) 養殖ヒラメ(2,200尾) 2,391 Karenia mikimotoi
7 大阪府 大阪湾(深日漁港内) 蓄養カンパチ(400尾) 不明 Heterosigma akashiwo

8 香川県 播磨灘(内海湾)
天然
メバル、カサゴ、カレイ

不明 Gonyaulax polygramma

9 兵庫県 播磨灘(北部～中央部) ノリの色落ち 不明 Thalassiosira diporocyclus
420,962

H18

H19
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 兵庫県 播磨灘(北部～中央部) ノリの色落ち 不明 Thalassiosira diporocyclus

2 兵庫県 播磨灘(北部) ノリの色落ち 不明
Eucampia zodiacus
Guinardia flaccida
Rhizosolenia spp.

3 大分県 豊後水道(猪串湾)
養殖
シマアジ、ヒラマサ、カンパチ

45,600
Cochlodinium polykrikoides
Gymnodinium catenatum
Heterosigma akashiwo

4 大阪府 大阪湾(田尻町地先) 漁獲・蓄養シマアジ(300尾) 不明 Heterosigma akashiwo

5 大分県 周防灘(中津市沿岸)
漁獲・蓄養
イカ、タコ、アナゴ他

不明 Heterosigma akashiwo

6 大分県 豊後水道(臼杵湾)
養殖
ヒラマサ(510尾)、シマアジ(40尾)

不明 Heterosigma akashiwo

7 山口県
周防灘(周南、下松地区沿
岸)

漁獲・蓄養
タコ、ハモ、メバル、チヌ他

不明 Karenia mikimotoi

8 山口県 周防灘(防府市沿岸)
漁獲・蓄養
ハモ、メバル、チヌ他

不明 Karenia mikimotoi

9 大分県
周防灘(中津市、宇佐市、
豊後高田市沿岸)

漁獲・天然魚介類 不明 Karenia mikimotoi

10 福岡県
周防灘(北九州市南部～築
上郡吉富町沿岸)

漁獲魚介類 不明 Karenia mikimotoi

11 大分県
伊予灘、周防灘(国東町、
姫島村沿岸)

不明 不明 Karenia mikimotoi

12 大分県 豊後水道(臼杵湾)
養殖アワビ

漁獲・蓄養マアジ
647 Karenia mikimotoi

13 大分県 伊予灘(別府湾)
天然
シジミ、アサリ、ボラ、アワビ、サザ
エ他

不明 Karenia mikimotoi

14 愛媛県 豊後水道(岩松湾)
養殖
マダイ、スズキ

15,916 Karenia mikimotoi

15 大分県 豊後水道(津久見湾) 漁獲・蓄養タコ 不明 Karenia mikimotoi
16 山口県 伊予灘、周防灘(祝島周辺) 漁獲・蓄養ハモ 280 Karenia mikimotoi

17 愛媛県 伊予灘(三崎半島中央部)
漁獲・蓄養
アワビ、サザエ

38 Karenia mikimotoi

18 兵庫県 大阪湾(神戸沖) ぬたによる刺網等への被害 不明 Coscinodiscus granii
19 兵庫県 播磨灘(北部沿岸) ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

62,481
1 兵庫県 播磨灘(播磨灘北部沿岸) ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

2 和歌山県 紀伊水道(田辺湾細野浦)
釣堀への放流用
シマアジ(73尾)、カンパチ(19尾)

不明 Heterosigma akashiwo

3 大阪府 大阪湾(泉南市地先)
蓄養
マアジ、アワビ幼貝

不明 Heterosigma akashiwo

4 高知県 豊後水道(宿毛湾) カンパチ(8,850尾) 不明 Cochlodinium polykrikoides

5 大分県 豊後水道(佐伯湾)

養殖
ブリ(48,021尾)、トラフグ・ヒラメ・
カワハギ・ヒラマサ(合計4,373尾)

漁獲・蓄養
マダコ(9.2㎏)、マルアジ(12,000尾)

天然
アワビ、サザエ他

54,211 Karenia mikimotoi

6 大分県 豊後水道(猪串湾) 養殖カンパチ(350尾) 1,400 Karenia mikimotoi

7 山口県 周防灘(徳山湾)
漁獲・蓄養
アナゴ(15㎏)、カワハギ(3㎏)

不明 Heterosigma akashiwo

55,611

H21

H20
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 大分県 豊後水道（猪串湾） 養殖シマアジ（19,000尾） 3,040 Cochlodinium polykrikoides

2 高知県 豊後水道（宿毛湾）
養殖
シマアジ稚魚(500尾）、ハマチ（700
尾）

不明 Cochlodinium polykrikoides

3 福岡県
周防灘（柄杓田漁港、恒見
漁港、新門司岸壁）

蓄養魚介類（数十尾） 不明
Chattonella antiqua
Chattonella marina

4 山口県
周防灘（山陽小野田市刈屋
漁港）

漁獲・蓄養
ガザミ(90杯）、タイ(12尾）、チヌ(12
尾）他

不明 Chattonella antiqua

5 香川県 播磨灘（橘沖）
漁獲・天然
マダコ、メバル類

不明 Karenia mikimotoi

6 香川県 播磨灘（引田漁港内）
蓄養
ブリ・カンパチ（180尾）

不明

Karenia mikimotoi
Mesodinium rubrum
(Myrionecta rubra)
Cochlodinium polykrikoides

7 高知県 豊後水道（宿毛湾）
養殖
カンパチ(16,150尾）、シマアジ(5,900
尾）、ハマチ（145尾）

不明 Cochlodinium polykrikoides

8 大分県 豊後水道（入津湾）

養殖
ヒラメ(15,311尾)、カワハギ(7,280
尾)、アワビ(375個)、トラフグ(2,540
尾）、ウマヅラハギ（80尾
）、メジナ他(19kg)
漁獲・蓄養
マサバ(225尾)、イシガキダイ(24尾)、
マダコ(13匹）、トコブシ(5kg)

16,114 Karenia mikimotoi

9 山口県
周防灘（周南市高洲漁港
等）

漁獲・蓄養
チヌ（6尾）、ブトエビ(3kg)

不明 Heterosigma akashiwo

19,154
1 高知県 豊後水道（宿毛湾） 養殖シマアジ(1,500尾) 1,980 Heterosigma akashiwo

2 福岡県
周防灘（宇島漁港、柄杓田
漁港、刈田南港、吉富漁
港）

蓄養
コショウダイ・クロダイ等(数十尾)

不明 Heterosigma akashiwo

3 高知県 豊後水道（宿毛湾）
蓄養
ブリ(15,450尾)、カンパチ(1,500尾)

33,000
Cochlodinium polykrikoides
Heterosigma akashiwo

4 兵庫県 播磨灘（北部）
蓄養
シマアジ、カンパチ、ブリ(ハマチ)等

不明
Chattonella globosa
Chattonella antiqua
Chattonella marina

5 香川県 備讃瀬戸（直島） 養殖カンパチ(749尾) 1,550 Chattonella marina
6 大分県 豊後水道（入津湾） 蓄養ヒラマサ(20尾) 120 Heterosigma akashiwo

7 大分県 豊後水道（佐伯湾）

養殖ヒラメ(8000尾)

漁獲・蓄養
マアジ(5000尾)・アワビ(10個)

4,161 Karenia mikimotoi

8 香川県 播磨灘（引田地先）
蓄養
ブリ・カンパチ(1,194尾)

不明 Cochlodinium polykrikoides

9 広島県 安芸灘（大竹市阿田多島） 養殖ブリ(4,033尾) 20,568 Karenia mikimotoi

10 山口県
安芸灘、伊予灘（周防大島
町椋野漁港）

漁獲・蓄養
アワビ(2kg)・サザエ(7kg)

不明 Karenia mikimotoi

11 大分県 豊後水道（入津湾）

蓄養マサバ(355尾)

養殖
トラフグ(1,925尾)、ヒラメ(3,523
尾)、マハタ(330尾)

2,198 Karenia mikimotoi

63,577

H23

H22
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 香川県 備讃瀬戸（東部）、播磨灘 ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

2 大分県 豊後水道（入津湾） 蓄養カンパチ(112尾) 371
Akashiwo sanguinea
Karenia mikimotoi

3 香川県 備讃瀬戸（中部） ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

4 大分県 豊後水道（猪串湾） 養殖マハタ(16尾) 58 Cochlodinium polykrikoides

5 大分県 豊後水道（佐伯湾）

養殖
ブリ(8,800尾)、マダイ(425尾)、シマ
アジ(200尾)、メバル(500尾)

蓄養
マサバ(7,822尾)、アワビ(4個)、サザ
エ(57個)、トコブシ(49個)

天然
アワビ、サザエ、トコブシ、ウニ(計58
トン)

122,552 Karenia mikimotoi

6 愛媛県
豊後水道（伊方町～愛南
町）

養殖
ハマチ(212.3千尾)、カンパチ(364.6千
尾)、マダイ(431.0千尾)、スズキ
(187.0千尾)、シマアジ(35.1千尾)、ア
ジ(273.0千尾)、サバ(88.3千尾)、ハギ
(38.5千尾)、マハタ(1.6千尾)、ヒラマ
サ(3.7千尾)、マグロ(0.6千尾)、フグ
(30.0千尾)、メバル(10.0千尾)、イサ
キ(0.3千尾)、ヒラメ(12.0千尾)、アワ
ビ(92.5千尾)

1,230,559 Karenia mikimotoi

7 福岡県
周防灘（宇島漁港、苅田町
地先等）

漁獲
メバル、カサゴ、キジハタ等

蓄養
コショウダイ、アナゴ等
天然コノシロ等

数万円 Chattonella antiqua

8 大分県 豊後水道（臼杵湾） 養殖ヒラマサ(1,116尾) 580 Heterosigma akashiwo

9 大分県 豊後水道（猪串湾）

養殖
カンパチ(6,950尾)、トラフグ(18,991
尾)、ヒラメ(40尾)、ヒラマサ(4,500
尾)

蓄養
マアジ(50尾)、カンパチ(12尾)

天然
アワビ、サザエ、トコブシ(計3トン)

71,128 Karenia mikimotoi

10 大分県 豊後水道（入津湾） 養殖アワビ(11,318個) 2,263 Karenia mikimotoi

11 大分県 豊後水道（名護屋湾）
天然
トコブシ、アワビ、サザエ(計19トン)

56,478 Karenia mikimotoi

12 大分県 伊予灘（竹田津漁港）
天然
アワビ、サザエ等(計7トン)

38,842 Karenia mikimotoi

13 香川県 播磨灘（引田漁港）
蓄養
ハマチ、カンパチ

10,000 Cochlodinium polykrikoides

14 山口県
周防灘（宇部市～防府市沿
岸）

蓄養
スズキ、タコ、アナゴ、アワビ、サザ
エ等

不明 Karenia mikimotoi

15 福岡県 周防灘（宇島漁港内）
蓄養
スズキ、アカエイ等

数万円 Karenia mikimotoi

16 香川県 備讃瀬戸（屋島湾）
養殖
ヒゲソリダイ(29尾)

6
Heterosigma akashiwo
Karenia mikimotoi

17 山口県
周防灘（下松市笠戸島周
辺）

養殖トラフグ
蓄養魚類

不明 Cochlodinium属

18 兵庫県
播磨灘（北部海域、淡路島
西岸海域）

ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

1,532,837

H24
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漁業被害(瀬戸内海)

発生県 発生海域 被害内容
＊注

被害金額
(千円)＊注

赤潮構成プランクトン発生年

1 兵庫県 播磨灘 ノリの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

2 徳島県
紀伊水道（鳴門市里浦町～
阿南市中林町）

ノリ・ワカメの色落ち 不明 Eucampia zodiacus

3 大分県 豊後水道（名護屋湾） 養殖マダイ稚魚(42,000尾) 3,360 Cochlodinium polykrikoides

4 高知県 豊後水道（宿毛湾）
養殖
カンパチ(56,875尾)、シマアジ(8,000
尾)

146,110 Cochlodinium polykrikoides

5 愛媛県
豊後水道（南宇和郡愛南町
福浦・船越）

養殖カンパチ(21,900尾)
46,200 Cochlodinium polykrikoides

6 福岡県
周防灘（苅田本港、苅田南
港、簑島漁港）

畜養マゴチ 数千円 Heterosigma akashiwo

7 香川県
播磨灘（東かがわ市引田港
及び引田沿岸）

蓄養
ブリ(約400尾)、カンパチ(108尾)、ヒ
ラマサ(42尾)

不明 Cochlodinium polykrikoides

8 大分県 豊後水道（佐伯湾） 養殖トラフグ(2,500尾) 2,625 Karenia mikimotoi

9 香川県
播磨灘（東かがわ市引田漁
港内）

畜養ブリ(約180尾) 不明 Cochlodinium polykrikoides

198,295

H25
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