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イカ釣り操業船周囲におけるスルメイカの行動特性
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Behavioral characteristics of Japanese common squid Todarodes paciˆcus around a squid jigging boat
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The behavior of Japanese common squid Todarodes paciˆcus around a squid jigging boat during night-time
operation was investigated. Eighty-nine operations were conducted by R/V Hakusan-Maru (167 gross tons)

equipped with 78 metal halide lamps (234 kW in total) in oŠshore ˆshing grounds in the Sea of Japan, and sonar
images and squid catch were continuously recorded (logged). The positions of squid schools before they were
caught were tracked from sonar image recordings using digitizer software. Squid schools moved around the boat,
gradually approached the boat and then tended to locate in fore and aft areas just before they were caught. More
squid were caught by jigging machines near the bow or stern than by those near the center of the boat. Under-
water irradiance was lower in fore and aft areas than in port and starboard areas. These results indicate that squid
schools tended to enter under the boat through fore and aft areas. Namely, fore and aft areas with low irradiance
are thought to function as an entrance to the shaded area under the boat for the squid.
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イカ釣り漁業では発光ダイオード（LEDLight Emit-

ting Diode）を用いた集魚灯（漁灯）が省エネルギー技

術として注目され，その実用化研究が進められてい

る。1,2) しかし，LED漁灯の釣獲性能は現用のメタルハ

ライド漁灯に比べて低い水準に留まっており，普及を目

指すうえで一層の性能向上が求められている。3,4) LED

漁灯の性能を向上させるには灯具設計や配置方法を含め

て配光を最適化する必要があるが，3,4) どの方向にどの程

度の強さで光を照射すればよいかという指針は示されて

いない。また，このような指針を考える際の科学的根拠

として，スルメイカTodarodes paciˆcusの誘集から釣獲

に至る過程や行動と光環境の関係に関する知見が重要に

なるが，それらの知見は少なく断片的である。このよう

な現状を受けて，著者らはスルメイカの誘集釣獲のメ

カニズムを解明するための研究を進めており，前報5)で

は船上漁灯によって形成された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，釣獲に結び

つける機能があることを報告した。

一方，船体周囲に集まったスルメイカの分布位置をソ

ナーを用いて調べた研究はあるが，6,7) 移動経路を調べた

研究はない。船底下に進入するまでの移動経路と光環境

の関係が明らかになれば，スルメイカを誘導するうえで

どのような光環境が重要なのか理解でき，漁灯の配光設

計を考えるときの参考になる。このような観点から，著

者らはスルメイカの移動経路を明らかにするための研究

を始めることにした。船体周囲の生物の動きはソナーで

とらえることができるが，その中からスルメイカの反応

を抽出するには工夫が必要である。そこで，ソナー画像

と釣獲状況を連続記録し，釣獲が急増する直前に船体に

接近消失した反応をスルメイカとみなし，その動きを

過去に遡ることで移動経路を調べることにした。しか

し，釣獲状況を連続記録する技術がなかったため，著者
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Fig. 1 Arrangement of meal halide (MH) lamps and
squid jigging machines (a), and schematic diagrams of
the data logging system for jigging machine (b) and
the image recording system for sonar and echo sound-
er (c). Solid triangle with number indicates the posi-
tion of each numbered jigging machine.
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らは自動イカ釣機にかかる負荷を連続記録する装置を新

たに作製し，前報8)では負荷から釣獲尾数の変化が分か

ること，そして負荷データとソナー画像の時系列から釣

獲前のスルメイカの移動経路が把握できることを示し

た。本研究では，これまでに蓄積した負荷データとソ

ナー画像の解析を進めて，操業船周囲におけるスルメイ

カの行動特性を明らかにした。さらに，漁灯点灯時の海

中照度も測定し，スルメイカの行動と照度分布の関連性

について検討した。

材料と方法

釣獲試験 本調査には石川県水産総合センターの漁

業調査指導船白山丸（総トン数 167 トン）を用いた。

2010 年 6 月～2012 年 10 月に日本海沖合でスルメイカ

を対象としたイカ釣り操業を合計 89 回（15 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 のメタルハライド漁灯 78

灯を点灯し，自動イカ釣機（東和電機製作所製，EX

1PBX）14 台を用いてスルメイカを釣獲した。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，錘の最大垂下

深度を 75 m に設定した。白山丸の両舷にはそれぞれ 7

台の釣機が船首から船尾に向かって 1 号機から 7 号機

まで順番に設置されており（Fig. 1a），釣獲したスルメ

イカは海水が流れる樋によって船首側甲板の作業場に集

められる。これらのスルメイカを舷別に 1 時間単位で

手作業で計数し，釣機 1 台 1 時間当たりの釣獲尾数

（CPUE）を算出し，両舷の CPUE を比較した。各釣機

の CPUE については，釣機負荷記録装置（Fig. 1b）の

データから算出比較した。各釣機は集中制御盤で制御

されており，ここにデータプロセッサーとパーソナルコ

ンピューターを接続し，操業時のモーターにかかる負荷

や錘深度を連続記録した。本装置の詳細と CPUE の算

出方法は前報8)のとおりであり，釣具ライン巻上時の負

荷と釣獲個体の平均外套長から 1 時間毎の CPUE を釣

機別に計算した。そして，船体前後方向で CPUE に差

があるか調べるために，各号機の両舷平均値を求めた。

なお，操業開始から釣獲した個体のうち最初の 200 尾

の外套長を船上で測定して平均外套長を求めた。

スルメイカの群れの判別と追跡 操業中にソナーを稼

働させながら釣獲の様子を観察しているとソナーにパッ

チ状の反応が現れ，それが船体に接近した直後にスルメ

イカが多数釣獲されることがある。8) その実例は Fig. 2

に示したとおりであり，このときには左舷前方に出現し

た反応が船尾付近に移動して消失し，その直後に釣機負

荷が急上昇してスルメイカが多数釣獲された。従って，

ソナー画面上に出現した反応はスルメイカの群れであ

り，その群れは左舷側を移動し，船尾付近から船底下に

入って釣獲されたと考えられる。本研究では，このよう

に釣機負荷が急上昇する前数分間のソナー画像に着目

し，その間に出現移動消失した反応をスルメイカの

群れとみなし，その移動経路を以下の方法で調べた。

白山丸には古野電気株式会社製の全周型スキャニング

ソナー（CSH81，周波数 81 kHz）が装備されている。

操業時にはソナーを常時稼働させ，その画像信号を

MPEG2 動画ファイルとしてハードディスクに保存し

た（Fig. 1c）。ソナーのレンジや俯角を頻繁に操作する
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Fig. 2 Changes in sonar image and average load of jig-
ging machines during hauling of ˆshing line from 18
26 to 1840 on October 18, 2010. Search range and
tilt angle of sonar were 150 m and 14 degrees, respec-
tively. The echo enclosed with a circle is probably a
squid school.

Fig. 3 Schematic drawing of the ‰oat for measuring
horizontal light distribution (a) and the method of
measuring horizontal (b) and vertical (c) light distri-
butions.

11イカ釣り操業時のスルメイカの行動

とスルメイカの反応を見失いやすいことから，ソナーの

レンジを 100～200 m（主に 150 m），俯角を 14～35°

（主に 30°と 35°）に設定し，操業中にはあまり設定を変

えないようにした。次に，前述の負荷記録装置で取得し

た釣機負荷の時系列データを確認しながらソナー画像を

再生し，群れの反応を目視で探した。そして，データ処

理を容易にするために反応が出現してから消失するまで

の時間部分を動画編集ソフトで個々に切り出した。この

動画を運動体軌跡解析フリーソフト「運動くん」（http:

//www.rikakoubou.com/）に読み込み，動画を 5 秒間

隔でコマ送りしながら，同ソフトのポインターを手動で

反応の中心にあてて画像上の座標を読み取った。なお，

反応は楕円形～弧状であったため，長軸（弧状の場合に

は弧に沿った長軸）と短軸の交点を反応の中心とした。

この座標位置について，ソナーのレンジと俯角，並びに

送受波器の取付位置を考慮し，反応の船体中央に対する

水平位置と深度を計算し，さらに各反応の水平移動距離

と追跡時間から移動速度を求めた。

海中照度分布 2012 年 6 月 13 日と 2012 年 10 月 29

日の夜間に石川県能登町沖で白山丸のメタルハライド漁

灯 78 灯を点灯し，アレック電子株式会社製の記録式分

光照度計（AL8WCMP）を用いて海中照度を測定した。

6 月 13 日には，白山丸の左舷側にシーアンカーを投入

し，照度計と GPS ロガー（Wintec 社製，WBT202）

を取付けたステンレスフレーム製の浮体を船外機船で曳

航し，船体前後から右舷側の約 120 m 範囲における海

面下 40 cm の下方向照度を 1 秒間隔で測定した（Fig. 3）。

GPS ロガーのデータ収録間隔も 1 秒間に設定し，両機

器の時刻を基準にして位置と照度のデータセットを作成

した。調査時には白山丸の船首と船尾にも同型の GPS

ロガーを取付け，船首，船尾および浮体の GPS データ

から白山丸中央に対する浮体の相対位置を計算した。そ

して，浮体が白山丸から遠ざかるときに記録された

1,806 カ所のデータを用いて照度の水平分布図を作成し

た。なお，同 GPS ロガーの測器間誤差は 3 m 以内であ

ることを事前に確認した。10 月 29 日には，白山丸の左

舷側にシーアンカーを投入し，船首前方，船首斜め前方

および右舷正横方向の各測定線上の 12 カ所で船外機船

を定位させ，船外機船から照度計を垂下して距離 120

m深度 50 m までの下方向照度を測定した（Fig. 3）。

白山丸と船外機船の距離は両船を繋いだロープの長さで

調節した。照度計だけでは深度が測定できないので，照

度計と同社製の記録式深度計（ATDHR）を束ねて垂

下し，時刻を基準にして照度と深度のデータセットを作

成した。照度計垂下時の白山丸中央から船外機船までの
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Fig. 4 Horizontal movement of squid schools around the
research vessel during squid jigging operations in June
2012. Each arrow indicates the movement of school for
5-second periods. Illustration in the center shows the
research vessel.

Table 1 Records of squid jigging operations in this study

Date1
Location No. of

squid
caught

CPUE2 ML3

(cm)Lat. Lon.

June 17, 2010 N 39°00′ E 133°40′ 2,766 22.0 22.1
June 18, 2010 N 39°41′ E 134°19′ 3,298 26.2 20.7
June 19, 2010 N 39°40′ E 135°02′ 6,594 52.3 21.7
June 21, 2010 N 39°01′ E 135°40′ 2,859 24.5 20.7
Aug. 19, 2010 N 41°30′ E 137°29′ 3,845 54.3 22.1
Aug. 20, 2010 N 40°25′ E 135°58′ 2,880 23.8 23.0
Aug. 22, 2010 N 39°59′ E 135°01′ 2,381 21.6 22.4
Sep. 14, 2010 N 40°28′ E 136°05′ 7,569 63.4 23.1
Oct. 15, 2010 N 40°45′ E 136°13′ 5,733 32.8 26.0
Oct. 18, 2010 N 40°05′ E 135°05′ 4,673 26.7 24.7
May 17, 2011 N 37°54′ E 133°24′ 3,644 28.9 18.1
May 18, 2011 N 38°40′ E 133°33′ 2,049 16.3 17.6
May 23, 2011 N 37°31′ E 134°08′ 3,862 32.5 18.4
June 18, 2011 N 39°39′ E 134°19′ 3,020 27.5 20.7
Aug. 20, 2011 N 40°18′ E 136°47′ 6,478 55.5 22.0
Aug. 22, 2011 N 40°26′ E 136°27′ 9,341 116.0 21.9
Aug. 24, 2011 N 40°01′ E 136°00′ 5,406 50.9 22.4
Sep. 15, 2011 N 39°51′ E 134°40′ 7,117 54.0 22.2
May 15, 2012 N 38°15′ E 137°00′ 5,788 50.7 16.4
May 16, 2012 N 38°24′ E 136°24′ 2,492 29.7 18.4
May 18, 2012 N 38°03′ E 133°36′ 3,468 32.6 19.0
May 22, 2012 N 38°38′ E 135°29′ 5,734 50.2 18.2
June 22, 2012 N 38°58′ E 135°40′ 1,447 13.9 20.7
June 23, 2012 N 38°59′ E 133°40′ 6,845 62.4 20.9
June 24, 2012 N 39°39′ E 134°18′ 2,731 23.0 21.2
June 25, 2012 N 39°38′ E 135°02′ 4,695 38.7 21.5
Aug. 22, 2012 N 40°32′ E 136°06′ 9,157 89.9 22.7
Aug. 24, 2012 N 40°29′ E 137°06′ 2,574 22.5 22.7
Sep. 20, 2012 N 39°52′ E 134°36′ 7,334 141.0 25.3
Sep. 22, 2012 N 39°55′ E 135°02′ 9,000 127.3 24.7
Sep. 23, 2012 N 40°31′ E 136°14′ 4,582 37.0 24.7
Sep. 26, 2012 N 39°35′ E 135°20′ 2,939 23.9 23.3

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

2 Catch per unit eŠort (number of squid caught/machinehour).
3 Average dorsal mantle length of 200 squid caught.
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平均距離は白山丸の船首と船尾，並びに船外機船に取り

付けた GPS ロガーのデータから計算した。以上のデー

タを用いて各測定線における照度の鉛直分布図を作成

した。

本調査に用いた照度計は 8 種類のバンドパスフィル

ターで分光した光の強度をフォトダイオードで測定する

構造であり，カタログデータではフィルターの中心波長

は 398437488542589629678707 nm，半

値全幅は概ね 60～80 nm であった。同照度計について

メーカーに確認したところ，出力値は個々のフォトダイ

オードの電流の相対値であり，波長帯間でエネルギー量

を基準にした出力値の調整がなされていないことが分か

った。従って，同照度計の出力値から放射照度を算出す

るには，各波長帯の出力値と実際の放射照度の関係を調

べる必要がある。このため，2012 年 10 月 19 日の日

中，日本海沖合で白山丸の舷側から同照度計と分光放射

照度計（Satlantic 社製，HyperOCR）を束ねて深度 70

m まで垂下し，下方向照度を測定した。そして，同照

度計の 707 nm 帯を除く 7 波長帯に対応するように分光

放射照度計の 350～700 nm の波長を 7 波長域（波長幅

33～80 nm）に分割し，各波長域の放射照度を求めた。

同照度計の出力値とそれに対応した各波長域の放射照度

は正比例し，両者の回帰直線の相関係数も 0.976～

1.000 と高かったことから，出力値を放射照度に換算す

ることが可能と判断し，回帰直線の傾きを換算係数とし

た。本研究では，この係数に基づいて同照度計の出力値

を各波長域の放射照度に換算し，それらの合計を波長

350～700 nm の照度とした。

結 果

スルメイカの群れの移動経路 解析対象とした 89 回

の操業の合計時間数は 853 時間であり，その間に取得

した釣機負荷とソナー画像の時系列データを全て確認し

た。好漁時にはソナー画像に反応が広く連続して認めら

れ，釣獲も連続的であったため，群れの判別と追跡はで

きなかった。一方，本格的な釣獲に至っていない操業前

半や，やや不漁時には反応が疎らで釣獲も断続的であっ

たため，群れの判別と追跡が可能であった。追跡事例と

して 2012 年 6 月の結果をとりあげてみると（Fig. 4），

群れが船体に向かって直線的に接近する例は少なく，船

体からある程度離れたところを移動する例が多くみられ

た。本研究では 32 回の操業（Table 1）で合計 106 群

の移動経路を調べることができた。それらの移動経路は

Fig. 5 のとおりであり，群れが出現してから消失するま

での追跡時間は 25～601 秒（平均 166 秒）であった。

船体中央から群れまでの水平距離は 12～123 m（平均

60 m），分布深度は 12～66 m（平均 33 m），移動速度

は 0.17～1.69 m/s（平均 0.72 m/s）であり，全体的に
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Fig. 5 Horizontal movement of squid schools around the
research vessel during squid jigging operations. Move-
ment of one hundred and six schools was tracked.
Each arrow indicates the movement of school for 5-se-
cond periods. Illustration in the center shows the
research vessel.

Fig. 6 Horizontal position of squid school at start ()

and end (×) of tracking. Squid schools were uniform-
ly (p＞0.05, x2 test) distributed among fore, aft, port
and starboard areas at start of tracking but were sig-
niˆcantly (p＜0.001, x2 test) more distributed in fore
and aft areas than port and starboard areas at end of
tracking.

Fig. 7 The ratio of CPUE (catch per unit eŠort) of each
numbered jigging machine to the mean CPUE of all
the jigging machines. CPUE was calculated as the
number of squid caught per machine-hour. Each bar
and vertical line represents the mean±standard devia-
tion.

13イカ釣り操業時のスルメイカの行動

は群れは船体を周回するように移動していた。また，釣

機の巻上時の平均負荷から推定した群れの釣獲尾数は

6～264 尾（平均 64 尾）であった。

群れの追跡開始位置と釣獲前の追跡終了位置につい

て，その分布の特徴を調べた（Fig. 6）。船体中央から

群れまでの水平距離は追跡開始時には 65±19 m（平均

値±標準偏差），追跡終了時には 45±18 m であり，追

跡中に群れが船体に接近していることが分かった。次

に，船体周囲を 90°ずつ前後左右の 4 区画分けて群れの

分布数を調べ，分布の偏りを x2 検定で確かめた。追跡

開始時の分布数は，前23 群，後20 群，右25 群，

左38 群であり，分布に偏りはみられなかった（x2＝

7.13，p＞0.05）。一方，追跡終了時の分布数は，前41

群，後32 群，右18 群，左15 群であり，分布に有

意な偏りがみられた（x2＝16.8，p＜0.001）。追跡終了

時には，群れは前後に多く分布しており，前後（73 群）

と左右（33 群）の間に有意差が認められた（x2＝15.1，

p＜0.001）。

釣機位置と CPUE の関係 89 回の操業の 1 時間毎の

CPUE について，全釣機の平均値を 1 としたときの各

号機の値（CPUE 比）を算出し，それらの全時間の平

均値と標準偏差を求めた（Fig. 7）。平均 CPUE が 5 尾

以上100 尾未満で釣獲尾数が比較的少ない場合，各号

機の CPUE 比は船首船尾に近い釣機ほど高く，

CPUE 比が最も高かった 1 号機と最も低かった 5 号機

の平均値の差は 2.4 倍であった。平均 CPUE が 100 尾

以上で釣獲尾数が多い場合にも，船首船尾に近い釣機

ほど CPUE 比が高かった。しかし，釣獲尾数が少ない

ときに比べて CPUE 比の釣機間差は縮小し，CPUE 比

が最も高かった 1 号機と最も低かった 5 号機の平均値

の差は 1.6 倍であった。両舷の CPUE を比較したとこ
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Fig. 8 Horizontal distribution of light intensity at 40 cm
depth during lighting of 78 metal halide lamps (234
kW in total). Light intensity was expressed as in-
tegrated irradiance (W/m2) between 350 nm and 700
nm. Bold dotted line with arrow shows the measuring
line of the vertical light distribution shown in Fig. 8.

Fig. 9 Vertical distribution of light intensity on the meas-
uring line shown in Fig. 7 during lighting of 78 metal
halide lamps (234 kW in total). Light intensity was ex-
pressed as integrated irradiance (W/m2) between 350
nm and 700 nm.

14 四方，持平，三木，渡部

ろ，CPUE 比は右舷0.99，左舷1.01 であり，左右

の釣獲尾数にほとんど差はなかった。船首船尾に近い

釣機ほど CPUE 比が高い傾向は，群れの移動経路を調

べることができた 32 回の操業でも同様に認められた。

海中照度分布 白山丸にはメタルハライド漁灯が船首

尾方向に 2 列，左右対称に配置されており，照度分布

は左右対称になる。そこで，船体周囲の右舷側半分につ

いて測定した海面下 40 cm の照度から左右対称の水平

分布図を作成した（Fig. 8）。照度は船体左右で高く，

船体前後で低く，水平分布は蝶形であった。そこで，海

面付近の照度が高い右舷正横方向，照度が低い船首前

方，両者の中間となる船首斜め前方の照度の鉛直分布を

調べた（Fig. 9）。右舷正横方向では，照度は船体中央

から距離 10 m 付近の海面で最も高く，それより舷外方

向（船体から遠ざかる方向）には緩やかに，船底下の方

向には急激に低下した。等照度線の最大深度に着目する

と，照度が低いほど最大深度の水平位置が舷外方向に移

動しており，船体近傍の海面から斜め下方向に光が強く

入射していることが確認できた。このため，斜め下方向

を中心にそれよりも船体側と舷外方向側（船体から遠い

方の側）では等照度線が傾斜した（鉛直方向にやや切り

立った）照度分布になっていることが分かった。右舷正

横方向に比べて船首斜め前方では，全体的に照度が低

く，等照度線が鉛直方向に押しつぶされてやや平坦にな

っていた。船首前方では，照度は極めて微弱であり，測

定できたのは船体近くの表層のみであった。

考 察

本研究により，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，釣獲前には概ね船体前後付近に位

置することが明らかになった。従って，スルメイカは船

体前後付近から船底下に進入するものと考えられる。ま

た，釣獲尾数は船首船尾に近い釣機ほど多かった。こ

れは，船首船尾に近い釣機の擬餌針が早い段階でスル

メイカの群れに遭遇するためと推測され，群れが船体前

後付近から船底下に進入するという考えを支持する結果

である。好漁時には釣機間の釣獲尾数差が縮小するが，

これは船底下に進入するスルメイカが増加し，船首船

尾付近の釣機で釣獲しきれなかったスルメイカが船体中

央付近の釣機で釣獲されるようになるためと考えられる。

漁灯点灯時には，船体左右近傍の海面から斜め下方向

に光が強く入射しており，この高照度域よりも舷外方向

側は等照度線が傾斜した照度分布になっていた（Fig.

9）。そこで，船体左右海面下（Fig. 6 の左右区画）にお

けるスルメイカの群れの位置を調べたところ，群れは等

照度線が傾斜したところよりも舷外方向側の水平距離

38～86 m深度 22～47 m（10～90 パーセンタイル値）
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付近に分布しており，主に 0.002 W/m2 以下の低照度域

を移動していることが分かった。船首斜め前方では，全

体的に照度が低下して等照度線は幾分平坦となり，さら

に船首前方では，照度は船体近くの表層付近でも 0.002

W/m2 程度と極めて微弱であった。船尾斜め後方と船尾

後方の鉛直照度分布については，それぞれ船首斜め前方

と船首前方の分布に類似していることを以前に確認して

いる。9) 従って，船体左右海面下の高照度域の舷外方向

側に接する低照度域は船体前後付近で船底下の陰影部に

連なっている。前述のように船体周囲ではスルメイカの

群れは低照度域を移動しており，これらの群れは低照度

環境が船底下陰影部へと連続する船体前後付近を利用し

て船底下に入るものと推察される。つまり，船体前後の

低照度域はスルメイカが船底下に入る際の入り口として

機能していると考えられる。これまで行われた LED 漁

灯の実用化試験では，船体左右に加えて船体前後も明る

くするように LED 漁灯を配置した例もあったが，10,11)

釣獲はあまり良くなかったと報告されている。本研究の

結果に照らして考えると，船体前後を明るくしたことで

スルメイカの船底下への進入が妨げられ，釣獲が振るわ

なかった可能性がある。以上のことから，船体前後の低

照度域はスルメイカを効率的に船底下に誘導して釣獲す

るうえで重要であり，LED 漁灯を設計配置する際に

は，この低照度域を損なわないよう注意する必要がある

と考えられる。

漁灯の光に対象生物が引き寄せられる過程には人工光

源特有の光環境が関与していると考えられている。12) 漁

灯点灯時には船体左右近傍の海面から斜め下方向に強く

光が差し込むため，それよりも船体側や舷外方向側は等

照度線が傾斜した照度分布になっており，1315) 人工光源

特有で自然光では生じ難い光環境が形成されている。前

述のように，スルメイカは等照度線が傾斜したところを

迂回するようにして船底下に入ることから，このような

光環境を避けるようである。一方，スルメイカの分布を

セクタースキャニングソナーで調べた研究では，6) 船体

横断面方向にはスルメイカは船底下陰影部に三角形状に

分布していることが報告されている。船体左右の高照度

域と船底下陰影部の境界付近も等照度線が傾斜した照度

分布になっており，船底下に進入したスルメイカが船体

横方向に散逸し難い構造になっている。このような構造

が船底下にスルメイカを集約し，釣獲に結び付けるうえ

で重要な要素になっていると考えられる。
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