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Relationship between catch per unit eŠort and density of Japanese common squid
Todarodes paciˆcus under squid jigging boat
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Night-time squid jigging operations were conducted by the R/V Hakusan-maru (167 gross tons) equipped
with 78 metal halide lamps (234 kW) in the Sea of Japan, and the changes in catch per unit eŠort (CPUE) and
density of Japanese common squid Todarodes paciˆcus under the boat during operations were investigated. The
squid density was measured using a quantitative echosounder. CPUE increased with increasing squid density dur-
ing operations, but the increase of CPUE slowed down when CPUE was extremely high. The rise in CPUE with
increasing squid density greatly diŠered by operation. The relationship between CPUE and squid density (S) was
expressed as CPUE＝AS/(B－1＋S), where A is an upper limiting CPUE and B is catchability of the squid. This
relationship suggested that CPUE would hardly decrease under considerably high squid density conditions even
though the squid density was somewhat decreased by reduced lighting, so additional operations were conducted to
test this prediction. The squid density was increased by reducing the number of lit lamps in the middle of opera-
tion and CPUE was often increased. These results indicate that reduced lighting is eŠective to save energy (fuel)

without reducing squid catch.
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灯光でスルメイカ Todarodes paciˆcus を集めて漁獲す

るイカ釣り漁業は江戸時代にさかのぼることができるほ

ど長い歴史を持っている。1) 大正時代までは松明や石油

灯などの燃焼光源を用いた手釣りであり，昭和初期に白

熱灯が導入されてからもしばらくは海面近くに浮上して

きたスルメイカを釣竿で釣る零細な漁業であった。1,2)

1950 年代以降，漁船の動力化大型化にともない，集

魚灯（漁灯）は白熱灯，ハロゲン灯，メタルハライド灯

へと大光量化大消費電力化し，大光量化によって漁獲

深度が深くなったことに対応するため，擬餌針を連結し

た釣糸を人力でドラムに巻き取る手動釣機が導入され，

さらにモーター駆動で巻き取る自動釣機へと漁獲技術も

発展してきた。1,2) 漁灯の大光量化は他船よりも明るい船

のほうが好漁するという漁業者の経験や漁船間の漁獲競

争を背景に進んできたが，大容量発電機や灯具類の設備

投資が増え，燃油コストの増大を招くなど漁業経営を圧

迫する要因にもなってきた。1,2) このような問題に対して，

1972 年の日本水産学会春季大会において科学的知見に

基づいた漁業体系を確立することの重要性が指摘された

が，3) その後もスルメイカが集まるメカニズムや光量と

集魚効果の関係に関する知見が十分でないまま漁灯の大

光量化が進んだ。そして，過当競争とも言える状況にな

った大光量化に歯止めをかけるため，1997 年に漁灯の

消費電力の上限を小型船で 180 kW，中型船で 250 kW
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Fig. 1 Arrangement of metal halide (MH) lamps, quan-
titative echosounder transducer and underwater video
camera on the R/V Hakusan-maru.

660 四方，持平，高尾，貞安，渡部

とする自主規制が定められた。しかし，イカ釣り漁業の

燃油依存体質は依然として続いており，近年の燃油高騰

のあおりを受けて漁業経営はより厳しくなっている。

イカ釣り漁業の燃油依存度を下げるには漁灯の消費電

力を抑えて発電機関の燃油消費を少なくする必要があ

る。近年，発光ダイオードを用いた漁灯（LED 灯）が

省エネルギー技術として注目され，実用化研究が進めら

れているが，48) LED 灯の漁獲性能はメタルハライド灯

よりも低く，6,9) 性能向上のための有効策は見出されてい

ない。著者らは，スルメイカの誘集から漁獲に至る過程

を解明することが LED 灯の性能向上の手掛かりを得る

うえで重要であり，ひいては科学的知見に基づいた漁業

体系の確立にもつながると考え，一連の研究を行うこと

にした。これまでの研究で著者らは，船上灯光によって

形成された船底下陰影部には船体周囲に集めたスルメイ

カを船底下に誘導集約して漁獲に結びつける機能があ

ること，10) スルメイカの群れは船体周囲を移動しながら

船体に接近し，船体前後の低照度域から船底下に入るこ

と11)を明らかにした。次の課題として，船底下に入っ

たスルメイカが漁獲物になるまでの漁獲過程を明らかに

する必要がある。

漁獲過程を知るための研究手法としては潜水等による

水中観察があり，スルメイカの擬餌針捕捉行動などが調

べられている。12) これらの研究は漁獲過程の一端を知る

うえで有用であるが，事例的定性的であるため，知見

を一般化して漁業技術につなげることが難しいという問

題がある。一方，漁業生産の観点からは漁獲量の多寡に

関係する要因を明らかにすることが重要である。漁灯を

使用する漁業では対象生物をより多く濃密に集めること

が漁獲量の増加につながると考えられているが，3) イカ

釣り漁業ではスルメイカの集群状況と漁獲量の関係は調

べられていない。そこで著者らは，漁獲過程の量的側面

に着目し，船底下のスルメイカの分布密度と漁獲量の関

係について研究することにした。本研究では夜間操業時

に船底下に集まったスルメイカの分布密度を計量魚群探

知機で測定し，分布密度と釣機 1 台 1 時間当たりの漁

獲尾数の関係を明らかにした。さらに，両者の関係から

分布密度が高くなった段階では漁灯を減点灯して分布密

度が多少低下したとしても漁獲尾数はあまり減少しない

ことが予想されたため，操業途中に減点灯する省エネル

ギー操業を行い，その有効性を検証した。

材料と方法

試験操業 本調査には石川県水産総合センターの調査

船白山丸（総トン数 167 トン）を用いた。2009 年 8 月

から 2012 年 10 月に日本海沖合でイカ釣り操業を 80 回

（13 航海）実施した。日中に魚群探知機を用いて漁場探

索を行い，操業位置を決定した。操業前にシーアンカー

を投入し，日没後から日出前の夜間に 3 kW のメタルハ

ライド灯 78 灯を点灯し，自動イカ釣機（東和電機製作

所製，EX1PBX）14 台を用いてスルメイカを漁獲し

た。釣具ラインにはナイロンテグスを用いて 1.05 m 間

隔で擬餌針 24 本を連結し，下端に 1.1 kg の錘を付け，

錘の 大垂下深度を 75 m に設定して操業した。操業中

には 1 時間単位で漁獲尾数を計数し，釣機 1 台 1 時間

当たりの漁獲尾数（CPUE）を算出した。各操業では操

業開始から順次漁獲した 200 尾の外套長を測定した。

一部の操業では漁獲個体の大きさが操業中に変化してい

ないかどうか確認するため，未明から明け方に漁獲した

個体の外套長も測定した。

計量魚群探知機による分布密度測定 荒天操業などを

除く 66 回の操業時に計量魚群探知機を用いて船底下の

スルメイカの分布密度を測定した。計量魚群探知機には

SIMRAD 社製の EK60 システム，送受波器にはスプリ

ットビーム方式の同社製 ES7011（周波数 70 kHz）を

用いた。送受波器をステンレス製フレーム（54×54×

54 cm）に固定し，白山丸のファンネル横の左舷側ダビ

ットから音響ビームが鉛直下向きになるように深度 5 m

に垂下した（Fig. 1）。操業前に CTD（アレック電子株

式会社製，AST1000）を用いて海洋観測を行い，表層

から深度 100 m までの平均水温と平均塩分を求め，こ

れらの値に基づいて水中音速と吸収減衰係数を設定し

た。操業中には計量魚群探知機のパルス幅を 0.512

ms，送信周期を 0.3 s に設定して音響データを収録した。

200920102011 年の調査時の日中，各年 2 回，タン

グステンカーバイド製標準球（直径 38.1 mm）を用い

て計量魚群探知機の送受信係数を較正した。

釣機稼働時には上下する釣具ラインとスルメイカの音

響反応が重なるうえ，スルメイカの浮上潜行が活発で

反応が安定しないため，分布密度の測定が困難である。

しかし，釣機を停止するとスルメイカの行動が沈静化

し，計量魚群探知機にはスルメイカは筋状や層状の安定
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Fig. 2 Echogram of quantitative echosounder before and
after hauling of all the squid jig lines. Echo data were
obtained on September 12, 2010 (a) and September
16, 2011 (b).

Fig. 3 Upward view of the squid under the boat. (a, b)
Drifting squid; (c, d) squid swimming along with the
boat; (e, f) changes of body shape and posture for 2 se-
conds.
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した反応として映るため，分布密度の測定が容易になる

（Fig. 2）。そこで，1 時間につき少なくとも 10 分間

（主に毎正時前後 5 分間），釣具ラインを完全に巻き上

げて釣機を停止し，この間に収録した音響データを分布

密度の測定に供した。スルメイカの反応は概ね深度 15

m 以深にみられ，釣具ライン 下端の擬餌針の 大到

達深度は約 70 m であるため，深度 15 m から 70 m の

反応を積分して平均体積戻り散乱強度を求めた。著者ら

は前報10)において，船底下に垂下した水中灯を点灯す

ると筋状や層状の反応が消失してスルメイカがほとんど

漁獲されなくなることを確認しており，それらの反応が

スルメイカに由来することを明らかにしている。本研究

でも同様の反応が認められており，それらがスルメイカ

によるものであることはほぼ間違いない。念のため，

2012 年 910 月の操業時に水中ビデオカメラ（広和株

式会社製，目玉カメラ）を船尾から深度 30 m および 40

m 付近に垂下して海面方向を撮影したところ，スルメ

イカのみ多数分布していることが確認できた（Fig. 3）。

操業時にはシイラ，サバ，サンマなどが船上から目視さ

れたが，これら魚類の反応は概ね深度 15 m 以浅にみら

れ（Fig. 2b），スルメイカの反応と重なることはほとん

どなかった。以上のことから，深度 15 m 以深の反応は

スルメイカによるものと判断し，データ解析を行った。

体積戻り散乱強度から分布密度を計算するにはスルメイ

カ 1 尾当たりの戻り散乱強度であるターゲットストレ

ングス（TS）を求める必要がある。スルメイカの TS

は魚体の大きさ，姿勢，体形などによって変動すること

が知られており，1316) それらの要因が総合された自然状

態下で測定することが望ましい。このため本研究ではス

ルメイカの反応が疎らなときにスプリットビーム法で自

然状態下の TS を測定した。音響データは Myriax 社製

のソフトウエア Echoview 4.9 で解析した。TS 解析に

は同ソフトウェアの単体エコー検出機能（single target

detection-split beam method 2）を用いた。単体エコー

検出条件のうち TS threshold を－60 dB, minimum nor-

malized pulse length を 0.7 に変更し，それ以外は初期

設定値とした。

分布密度と CPUE の関係 前述のように本研究では

釣機の稼働と停止を繰り返し，CPUE と分布密度を交

互に測定した。分布密度と CPUE の関係を調べるには

両者のデータセットを作成する必要がある。そこで，釣

機稼働時間の前後に測定した分布密度の平均値を当該稼

働時間の CPUE に対応する分布密度とした。これらの

データに基づいて操業毎に分布密度と CPUE の関係を

明らかにするとともに，両者の間に以下のモデル式で示

される関係があるかどうかを調べた。

イカ釣り操業では船底下のスルメイカ（S）が擬餌針

（J）に掛かり，両者の結合体（Js）が形成され，これが

船上に引き上げられて分離することでスルメイカは漁獲

物（C）になる。結合体を形成したスルメイカが船上に

引き上げられる途中に擬餌針から外れて海中にもどるこ

とはあるが，漁獲物になったスルメイカが海中にもどる

ことはない。この漁獲過程は式(1)のように表現できる。
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Fig. 4 Relationship between catch per unit eŠort
(CPUE) and squid density (S) based on equation (7).
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J＋S
k1
→
←
k2

Js
k3
→ J＋C (1)

この漁獲過程は酵素反応系に類似しており，スルメイカ

の分布密度と CPUE の関係は酵素反応における基質濃

度と生成物生成速度の関係に相当する。従って，分布密

度と CPUE の関係式は酵素反応のミカエリスメンテ

ン式17)と同様に以下のように導くことができる。船底

下の一定空間内におけるスルメイカの個体数（即ち分布

密度）を S，スルメイカが掛かっていない擬餌針数を J，

結合体数を Js とし，スルメイカと擬餌針から結合体が

形成される過程の速度（即ち単位時間当たりの変化量）

を規定する係数を k1，結合体がスルメイカと擬餌針に

分離する過程の速度を規定する係数を k2，結合体が漁

獲物と擬餌針に分離する過程の速度を規定する係数を

k3 とすると，各過程の速度はそれぞれ k1JS，k2

Js, k3Js で表わすことができる。ここで，ある短い時

間スケールにおいて Js が一定である準定常状態を考え

ると式(2)が成立する。擬餌針の総数 Jt は J と Js の和で

あり，式(3)が成立する。式(3)の J を式(2)に代入し，

Js について解くと式(4)が得られる。単位時間当たりの

漁獲尾数である CPUE は式(5)のように表わすことがで

き，これに式(4)を代入することで式(6)を導くことが

できる。さらに，k3Jt を A，k1/(k2＋k3）を B と表記

することで式(7)を得ることができる。

k1JS＝k2Js＋k3Js (2)

J＝Jt－Js (3)

Js＝ JtS
k2＋k3

k1
＋S

(4)

CPUE＝k3Js (5)

CPUE＝ k3JtS
k2＋k3

k1
＋S

(6)

CPUE＝ AS
B－1＋S

(7)

k3Jt は全ての擬餌針にスルメイカが掛かったときの

CPUE であり，よって A は CPUE の上限値である。ま

た，スルメイカが擬餌針から外れて海中にもどる割合が

操業毎に大きく変動することはないと考えられ，船上で

結合体が分離して漁獲物が得られる割合はほぼ 100

であるため，k2 と k3 は概ね一定とみなすことができ

る。従って，B は主に k1 によって変動する値であり，

スルメイカの釣られやすさの指標になる。モデル式(7)

によると，分布密度の上昇とともに CPUE は上昇する

が，CPUE が極めて高くなると CPUE の上昇は頭打ち

になる（Fig. 4）。また，分布密度が同じでも釣られや

すさ B が高まれば CPUE は上昇する。

減点灯試験 2012 年 8910 月の操業時にメタル

ハライド灯を減点灯する試験を行った。メタルハライド

灯 78 灯（234 kW）を全点灯（M78）して操業を開始

し，スルメイカの集群状況を魚群探知機とソナーで確認

したうえで，21 時から 01 時以降に減点灯試験を行っ

た。具体的には，メタルハライド灯 24 灯（72 kW）ま

たはハロゲン灯 10 灯（50 kW）を点灯した状態を減点

灯（それぞれ M24 および H10）とし，減点灯と全点灯

を 1 時間毎に交互に繰り返した。同一操業における減

点灯は M24 か H10 のいずれかにした。毎正時に全点灯

と減点灯の切り替え操作を行い，毎時 25 分から 35 分

まで釣機を停止して分布密度を測定した。そして，操業

毎に全点灯時と減点灯時の CPUE と分布密度の平均値

をそれぞれ求めた。全点灯時と減点灯時の比較は Wil-

coxon の符号付順位和検定によった。なお，全点灯時の

分布密度と CPUE のデータセットについては，前述の

分布密度と CPUE の関係解析の対象とした。

結 果

ターゲットストレングス TS は分布密度の測定精度

を左右する重要なパラメーターである。分布密度と

CPUE の関係を検討するのに先立ち，操業時に測定し

た TS と外套長の関係，並びに TS の変動特性について

調べた。単体エコーがほとんど得られなかった操業を除

く60回の操業について，釣機停止時の反応が疎らなと

きに TS を測定した。その結果，操業毎の平均 TS は

－47.5 dB から－42.9 dB の範囲にあった。一方，外套

長の度数分布はいずれの操業でも単峰型であり，操業毎

の平均値は 16.4 cm から 26.5 cm の範囲にあった。操業

の 初に漁獲した個体と未明から明け方に漁獲した個体

の平均外套長の差は概ね 1.0 cm 以内にあり，操業中に

外套長が大きく変動することはなかった。これらのデー

タに基づき，平均外套長と平均 TS の関係を調べたとこ

ろ（Fig. 5），平均外套長が大きい操業ほど平均 TS も
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Fig. 5 Relationship between average in situ target
strength and average mantle length of the squid. Man-
tle length is shown on a logarithmic scale. The dashed
line is the regression line.

Fig. 6 Time course of swimming depth (a) and in situ
target strength (b) of the squid under the boat. Single
target data were obtained from 00:03 to 00:05 Septem-
ber 14, 2009.

Table 1 Records of squid jigging operations in this study

Date1
Location No. of

squid
caught

CPUE2

Lat. Lon.

Aug. 19, 2009 N 40°46′ E 136°20′ 6,889 173.7
Aug. 20, 2009 N 40°49′ E 136°24′ 8,600 69.5
Aug. 21, 2009 N 40°34′ E 136°07′ 7,902 132.8
Aug. 22, 2009 N 40°12′ E 135°23′ 8,304 106.6
Aug. 24, 2009 N 39°46′ E 134°39′ 9,118 85.9
Sep. 11, 2010 N 43°02′ E 137°45′ 7,416 76.6
Sep. 12, 2010 N 43°02′ E 137°45′ 4,259 32.3
Sep. 13, 2010 N 41°56′ E 137°01′ 8,077 72.3
Aug. 23, 2011 N 40°27′ E 136°36′ 13,237 183.0
Aug. 23, 2012†3 N 40°07′ E 136°21′ 9,887 108.6
Aug. 24, 2012† N 40°29′ E 137°06′ 2,574 22.5
Sep. 20, 2012 N 39°52′ E 134°36′ 7,334 141.0
Sep. 21, 2012† N 39°43′ E 134°29′ 7,014 71.8
Sep. 22, 2012† N 39°55′ E 135°02′ 9,000 127.3
Sep. 23, 2012† N 40°31′ E 136°14′ 4,582 37.0
Sep. 24, 2012† N 40°36′ E 136°33′ 3,589 28.1
Sep. 25, 2012† N 40°09′ E 135°45′ 4,160 28.8
Sep. 26, 2012† N 39°35′ E 135°20′ 2,939 23.8
Oct. 17, 2012† N 39°24′ E 135°32′ 1,166 6.7
Oct. 18, 2012† N 39°19′ E 134°30′ 5,478 36.8
Oct. 19, 2012† N 39°27′ E 133°59′ 1,606 12.6
Oct. 20, 2012† N 38°23′ E 132°53′ 3,487 26.8

1 Each operation was conducted between sunset and sunrise of the
next day.

2 Catch per unit eŠort (number of squid caught/machine-hour).
3 Dagger indicates that the reduced lighting operation was done.
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高く，回帰式の傾きは 23.3 であり，TS は体長の 2 乗

に比例するという一般則に概ね一致した。さらに，外套

長の 2 乗で規準化した TS を求めたところ，規準化 TS

は－71.7 dB であった。スルメイカの規準化 TS とし

て，－70.3～－64.8 dB(50 kHz），13) －75.4～－73.5 dB

(38120 kHz），16) －73.7 dB(38 kHz)18) という値が報

告されている。本研究の規準化 TS は既報値の範囲にあ

ることから，各操業において概ね妥当な TS 値が得られ

ているものと判断した。

平均外套長はほぼ同じでも平均 TS にはある程度の変

動がみられた。この要因を探るために浮上潜行した個

体の連続した単体エコーをトレースしたところ（Fig. 6），

TS は浮上潜行時に低く，遊泳深度が安定していると

きには比較的高いものの変動が大きく，同一個体であっ

ても様々に変動した。スルメイカの TS は遊泳時の姿勢

変化，外套膜の収縮弛緩，腕の曲げ伸ばしによって変

動することが水槽実験で確認されている。1316) 操業時の

スルメイカの遊泳状態を水中ビデオカメラで調べたとこ

ろ，浮上潜行にともなう姿勢体形の変化（Fig. 3e,

f）や外套膜の収縮弛緩がみられた。また，調査船が

潮流とともに漂泊しているときには，スルメイカは鰭や

腕を広げて漂っているが（Fig. 3a, b），潮流と漂泊の方

向速度が一致していないときには，スルメイカは腕を

すぼめた細身の体形で鰭を間欠的に動かし，調査船に追

従遊泳する様子（Fig. 3c, d）がみられた。このよう

な遊泳状態の変化にともなう TS の変動が操業毎の平均

TS にも影響していると考えられる。以上のように，本

研究の平均 TS はスルメイカの大きさや遊泳状態を総合

的に反映した値であり，よって操業毎の平均 TS に基づ

いて分布密度を計算することにした。

分布密度と CPUE の関係 分布密度と CPUE の関係

を明らかにするには，その両方またはいずれかがかなり

高くなった操業を対象にしなければならない。そこで，

分布密度および CPUE の両方またはいずれかがそれぞ

れ 0.06 尾/m3 以上および 200 尾以上に達した 16 回の

操業を解析対象とした（Table 1, Fig. 7）。操業中には

分布密度と CPUE はいずれも上昇する傾向にあった

が，両者の関係は操業毎に異なっていた。例えば，

2009 年 8 月の操業では分布密度の上昇にともない



664

Fig. 7 Relationship between catch per unit eŠort (CPUE) and squid density (S) under the boat. The dashed line is the ˆtting
curve expressed as CPUE＝AS/(B－1＋S), where A is an upper limiting CPUE (965 individuals/machine-hour) and B is
catchability of the squid. B shown in the ˆgure was calculated by the least squares method using the solver function in Microsoft
Excel.

664 四方，持平，高尾，貞安，渡部

CPUE は大きく上昇したが，2012 年 10 月の操業では

分布密度は高くなったものの CPUE の上昇は顕著でな

かった。また，2009 年 8 月 22 日，2011 年 8 月 23 日，

2012 年 9 月 22 日の操業では分布密度の上昇にともな

い CPUE は大きく上昇し，CPUE が極めて高くなると

CPUE の上昇は頭打ちになった。

分布密度はほぼ同じでも CPUE は大きく変動したこ

とから，操業毎にスルメイカの釣られやすさが異なって

いると考えられた。そこで，モデル式(7)を 小二乗法

を用いて分布密度と CPUE の実測値に近似させること

により，釣られやすさ B を求めた。予備検討において 1

時間当たりの釣具ラインの上下往復回数と擬餌針数の積

（1,646）を CPUE の上限値 A としてみたが，実測値に

対する近似曲線のあてはまりはあまり良くなかった。釣

具ライン上部の擬餌針は下部の擬餌針よりも海中を通過

する距離時間ともに短く，全ての擬餌針が同等に漁獲

に寄与しているわけではない。このようなことからも釣

具ラインの往復回数と擬餌針数の積をそのまま A とす

るのは適当でないと思われた。A の理論値については

未知の部分が多いため，本研究では 1995 年から 2012

年に白山丸（現行船同装備）で実施した 690 回の操業

で得られた 大 CPUE（965 尾）を A とした。その結

果，近似曲線と実測値は概ね一致した（Fig. 7）。近似

式の係数 B は 0.2 から 81 の範囲にあり，分布密度の上

昇にともない CPUE が大きく上昇した操業では高く，

CPUE の上昇が顕著でない操業では低かった。

減点灯試験 12 回の操業で減点灯試験を行い（Table

1），このうち荒天操業を除く 10 回の操業で分布密度を

測定した。全点灯時（M78）と減点灯時（M24 および H

10）の分布密度を比較したところ，全ての操業において

分布密度は全点灯時よりも減点灯時に高く，両点灯時の

間に有意差（p＜0.05）が認められた（Fig. 8）。CPUE

は M78 よりも M24 で高くなることが多く，全操業の

平均値も M24 でやや高かった。M78 と H10 の比較で

も全操業の CPUE の平均値は H10 でやや高かった。

考 察

イカ釣り操業船から船底下に下ろされる擬餌針数は一

定であり，単位時間当たりに漁獲できるスルメイカの尾

数には限界がある。従って，船底下のスルメイカの増加
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Fig. 8 Changes in catch per unit eŠort (CPUE) and
squid density under the boat by reduced lighting. 78
metal halide lamps (M78), 24 metal halide lamps
(M24) or 10 halogen lamps (H10) were lit. Circles
connected by a dashed line are values obtained in the
same operation. Bar indicates the mean value. Aster-
isk indicates a signiˆcant diŠerence between lighting
conditions (p＜0.05, Wilcoxon signed-rank test).
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（分布密度の上昇）とともに CPUE は上昇するが，漁獲

尾数の限界に近づくと CPUE の上昇は頭打ちになると

予想される。さらに，スルメイカの釣られやすさによっ

ても CPUE は変動すると考えられる。このような関係

は明らかにされていないことから，本研究ではスルメイ

カの分布密度と CPUE の関係モデルを仮定し，実際に

両者の間にモデルで示されるような関係があるかどうか

を試験操業によって調べた。その結果，モデル式(7)で

予想されたように分布密度の上昇とともに CPUE は上

昇し，CPUE が極めて高くなると CPUE の上昇は頭打

ちになることが分かった。さらに，分布密度の上昇にと

もなう CPUE の上昇幅は操業によって異なっていた。

これはモデル式(7)の B の変動によって説明できること

から，スルメイカの釣られやすさが操業によって異なっ

ていたと考えられる。これらの結果から，イカ釣り操業

の CPUE はスルメイカの分布密度と釣られやすさによ

って変動し，それらの関係はモデル式(7)で概ね表現で

きることが明らかである。なお，B は 8 月から 10 月に

かけて低下する傾向にあることから（Fig. 7），スルメ

イカの成長段階や水温の影響を受けて変動している可能

性がある。また，イカ釣り漁業では漁獲量は月の満ち欠

け（月齢）によって周期的に増減することから，19) 釣ら

れやすさと月齢の関連性も推測される。本研究では釣ら

れやすさを左右する要因を明らかにできなかったが，こ

れは今後の研究課題である。

前述の知見は漁灯操作による省エネルギー操業に応用

できると考えられる。つまり，分布密度が高いほど分布

密度の上昇に対する CPUE の上昇は緩やかであり，

CPUE の上昇が頭打ちであるときやスルメイカが釣ら

れ難いときには CPUE の上昇が一層緩やかとなる。こ

のため，分布密度が高くなった段階であれば，漁灯の点

灯数を減らして分布密度が多少低下したとしても，

CPUE はあまり低下しないことが予想される。一方，

漁灯の点灯数を減らして消費電力を抑えることで操業時

の燃油消費を少なくすることができる。6) 従って，スル

メイカが十分集群した段階で漁灯を減点灯することによ

り，漁獲量をあまり減らさずに燃油節減できる可能性が

ある。このような考えに基づき，操業途中にメタルハラ

イド灯を減点灯する試験を行ったところ，減点灯により

分布密度はむしろ上昇し，CPUE もやや上昇すること

が多かった。これらの結果から，操業途中にメタルハラ

イド灯を減点灯することで，漁獲量を維持しつつ燃油節

減できることが理論的にも実験的にも明らかである。漁

業現場では操業終盤であれば減点灯しても漁獲量は減少

しないという経験や認識に基づき，夜明け前にメタルハ

ライド灯を消灯し，ハロゲン灯を点灯して操業すること

が一般的に行われている。20) このような減点灯操作を操

業中盤にまで拡張し，省エネルギー技術として確立させ

るには，イカ釣り漁船による実証試験を行い，漁獲量へ

の影響や燃油節減効果を調べるとともに，減点灯実施の

判断基準，適当な減点灯時間などの具体的方法も検討し

なければならない。

当初，減点灯時に分布密度が上昇することは予期して

いなかったが，これはスルメイカの行動特性から説明で

きる。著者らは，スルメイカは船体近傍の高照度域を避

けるように移動し，船体前後の低照度域から船底下に進

入することを明らかにしている。11) 減点灯により高照度

域が縮小したことで，21) 船体周囲に集まったスルメイカ

が船体に接近して船底下に進入しやすくなり，分布密度

が上昇したものと推察される。また，減点灯により分布

密度が上昇し，CPUE もやや上昇することが多かった

という事実は，集めたスルメイカを船体周囲に留め，そ

れらを船底下に誘導して漁獲するうえで，漁灯はそれほ

ど明るくなくても良いことを意味しており，明るすぎる

環境がスルメイカの誘導を妨げている可能性も考えられ

る。イカ釣り漁業では光源出力の大きい漁船ほど漁獲量

が多くなる傾向が認められているが，22,23) これは漁灯が

明るいほど集魚範囲が広くなり，24) より多くのスルメイ

カが集まるためと考えられる。現在，漁灯の消費電力の

上限は小型船で 180 kW，中型船で 250 kW とされ，多

くの漁船が上限に近い漁灯を装備して操業を行ってい

る。しかし，前述の議論から，船体近傍については必要

以上に明るく，エネルギーの無駄が生じている可能性が

高い。LED 灯は配光設計の自由度が高いという点でメ

タルハライド灯よりも優れており，集魚範囲を広く保ち

つつ船体近傍を明るくしすぎないような配光設計も可能
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と考えられる。現在，LED 灯の漁獲性能はメタルハラ

イド灯よりも低いが，スルメイカの誘集漁獲のメカニ

ズムを踏まえた配光設計を施すことにより，さらに性能

を高めることができるであろう。
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