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[研究論文]

大村湾における海底底質によるナマコ桁網の漁具能率の変化

石川敦士1*・ 垣内貴志2・山口恭弘3

Catchability of Sea Cucumber Dredge 

Varied by Sea Bottom Sediment in Ohmura Bay 

Atsushi ISHIKAWA1*， Takashi KAKIUCI王子 andYasuhiro Y AMAGUCHI3 

Abstract 

7 

In the present study. the sea cucumber dredge area in Ohmura Bay. Nagasaki Prefecture (0妊 the
Fisheries Cooperative of Ohmura Bay) were partitioned in 10 seconds latllong mesh and still images of 

37 site covering the entire area were taken. The sea bottom substrate material and the density of gravel 
(>6.4 x 10 -2m in diameter) were then calculated from the images. The relationship between bottom sedi-

ment and the sea cucumber catch was then investigated from the number Gndividuallha: CPUE[Ind.]) 
of sea cucumber caught per unit of the dredged area from 81 times of dredging by the sampling ship 

Most part of the operation was conducted on S sea bottom. A negative correlation was found between 
the average gravel density and the CPUE[町 (n=162.r= -0.29. pく0.01)but the CPUE[Ind.] was diphasic 

distribution. exhibiting peak at 0 and 9 average gravel densities (number/m2). From these results. grav-

el density is not only important factor that changes the Catchability of sea cucumber dredge. but also 
time changes the individual size and habitat density. 

1.緒 言呈Z
Eコ

長崎県ではマナマコの漁獲量の約 6割が大村湾で漁獲さ

れ，その漁獲量の多くがナマコ桁網で漁獲される。しか

マナマコ (Stichopusjaponicus) は古来東アジアの水 し，大村湾におけるマナマコ総漁獲は1970年の728tを

産重要種であり，日本や韓国およびロシア極東域では主 ピークに減少し続けている。

に生食用として，中国では煮干した加工品が食材や漢方 マナマコ漁獲量の減少に対し，種苗放流の適正条件や

薬の原材料として重宝されているJ)。日本では市場に並 種苗技術の向上に関する研究6)-副，人工魚礁周辺，干潮

ぶナマコのほぼ100%がマナマコであり，現在生産量の 帯および浅瀬での小型の個体(2歳未満)に関する生物

殆どを野生種の漁獲に頼っている。 学的知見9)-11)が散見されるものの，十分な知見は得ら

我が国のマナマコの漁獲量は1970年代に年間 1万 tあ れていなし、。また，本種の生息場所は浅海の岩礁域とさ

った漁獲量がその後徐々に減少し，近年では 7千 t前後 れ5)-7).10). 2歳未満のマナマコの分布は底質に左右さ

まで減少している2)。我が国の主要産地の一つである長 れる。また，マナマコを主対象種とするナマコこぎ網の

崎県の中央部に位置する大村湾は高い閉鎖性をもっ海域 漁獲効率は海底地形の変化により変化する 12) とされて

である3).4)。しかし，このような特性をもっ本湾はデト いる。

リタス食'性のマナマコにとって好適な生息場でもある5)。 市場価値が高く，実際に漁獲される 2歳以上のマナマ

2009年 1月5日受付.2009年10月1日受理
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コの安定的かつ持続的な漁業を行うためには，漁場全体

にE王る海底底資および生息状況に関する定f量的把握が必

要不可欠である。しかし，一般的なグラフ〉におよびピス

トンコア式の採泥方法では転石および巨石が多く試料採

集が不可能で、あり，ナマコ桁締法1場内の海底地形と漁獲

Iltの関係について検討された例は殆どない。

そこで，本研究では，部俊解析により得られたナマコ

桁網漁場の海底底資と桁網によるマナマコの漁獲長との

関係からナマコ桁網の漁具能率について検討することを

臼I1'.Jとした。

1)調査地点

調査にはナマコ桁網を使用した (Fig.l)。笑験場所は

Fig.2に示した長崎県大村湾大村市漁業協同組合地先の

ナマコ桁網漁場内とした。詳細な漁場位置は，本海域で

実際に操業する標本船にGPSロガ - (KESULL社製，

DL-l)を搭載し，操業中の l分間隔の緯度経度記録か

ら特定した。 i毎!郎氏質調査地点は特定された漁場内を総

皮絞}支10秒'c1T:37地点とし (Fig.2)，酒{象jfj1f析用の映像を

f♀た。

8 

特料と方法2. 

① 

① 

。
@ 

@ 

① 

① 

① 

。
① 

320 57' N 

@ 

。
。

① 

。
① 

① 

① 

① 

① 

① 

① 

① 

320 
56' N 

① ① ① 

① 。。

Sampling location on sea bottom sediment 
where surveys by the underwater camera. 
(S : Sandy and lvlad， G: Gravel， B: Boundary 
of both sediment materials) 

Fig.2 

2) 酒像解析

画像解析にfIiいたi映像はFig.3に示したとおり，海底

から一定距離に下向きに配澄した水中どデオカメラ

(Q. I社製， FM同2α00)を用いて， 0.40m x 0.40m (O.l6m2) 

および、0.85mx 0.85m (0.72m2) の鉄製枠を治成させi亙上

からj修成を撮影した。凶ii象解析には禄彩した動画から抜

き出した締lr.画を使mし，鉄製枠内のi燦個数および1擦の

長径を言hJ到した。 2稜支貨の鉄製J14hは水深および透明皮に

Sea cucumber dredge used in Ohmura bay. Fig.l 
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Fig.3 

Batterv and九ionitor Video Reeorder 

Gravel 

Substrate 

Experimental device (underwater camera 
and frame) survey sea ground sediment， 

In the study， s邑abottom sediment consists 
of both the density of gravels and the sub-
strates of sea bottom， 

より使い分けた。縦iUは尚一緯度経!支で 2~3 闘行った0

2稼業Rの鉄製枠の総雨続は2.1m2に統ーした。海底のま左

'l!tは映像から目視により砂泥 (S)，1燦 (G) (6.4x 1O-2m 

以上の燦および貝殻)および同者の境界 (B) の 3つに

分類した。鉄製枠薩 kのl'iJ，J1: iilliから， 6.4 x 10-2m以上

の篠は{同数を計数し，粒径をノギスにより測定した。校

径の代表値は;長径とした。また， I河一測定システムを用

いて日主主11の長さをiJ!IJ定し，静止画による隊長径の妥当性

を検証したところ同枠の長さ推定値と既知の長さの関係

式は高い正の相関 (Spearman's correlation coefficient 

by rank test，α=0.05， P孟0.05，R2=0.99， 1/口21)およ

び直線性 (Y= 1.00X +0.41)を示していた (Fig.4)。そ

こで，長さの推定依は栂彩される物体の実際の長さとし

て使用して差し支えないと判断した。

3)漁獲翠

実験期信jは2007年11月 26 日 ~12月 13 日とした。マナマ

コは期間中にi司来した擦本船で潟、獲し，個体数および震

登を測定した。桁織の総J暴投網回数は81間であった。ア

カナマコはアオナマコおよびクロナマコと生殖隔離され

45 
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Fig.4 Relationship between the actual length 
and the estimated length of still image 
shot by the underwater camera， 

た集団であり 13)，そこで本研究のマナマコはアオナマコ

およびクロナマコとした。操業中の底焚(投綿から揚緋i

までの全底資)は桁が通過した総皮絞!皮およびi度近の底

質調14'地点から推定した。

一回の曳総中に様々な恭'l!tを通過するため，恭1~は砂

泥域のみを通過する S:lli!，砂j尼域および境界域を通過す

るSB裂，砂i尼j或，境界域および[綾城を交互に通過する

SBGLí9.，砂泥域および{綾城を通過する SG:15~，そして 1綾

城のみを通過する G恕の 5淑に分類した。マナマコはサ

イズの迷いにより生息場所および生息、寝皮が変化する 0，

7) -ll)。生怠裕度の速いを論じるため，漁獲設は:illtlお

よび似体数を使用した。 漁獲設はマナマコ漁獲量を曳総

面積で除した単位同様あたりの漁獲丞ill:(kg/ha) (以

後 CPUE[W)で表わす)および漁獲個体数(偶体数Iha)

(以後 CPUE[Ind.]で、表わす)で評価liした。曳網1百;fl'((土

投網地点から揚絹地点まて、の標本船の移動sli荷主と桁の中高

の干支とした。

3. 自吉 巣

1)漁場の海底底箆と操業軌跡

際空奇!皮 (6.4X1O-2m以上の燦)と中央粒筏値はFig，5

に示した。ナマコ桁総漁場の37地点のうち，海底の基1~

lま9箇所がS型， 26i省所がG製 2街所がw、泥と{擦が滋

千五する B型であり，ナマコ桁網漁場の大部分がS型であ

った (Fig，2)0 Fig，5 (a)に6.4x10ω2m以上の喜子;の分布

を示した。 r~長密度の高い地点が本漁場の東部 (32
0

56' 30" 

~50" ， 129
0

55' 20"E)および北西部 (32
0

56'60"N， 

129
0

54' 40μEJ認辺)に存夜した。砂泥域でおい中央粒筏

を示した場所が本漁場の北部 (32
0

56'40"孔 129
0

50'00"

E)および中央部 (32055'40"N， 129050' 00"引きj辺)に
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(a) 

Fig.5 Maps showing the density (a) and the median particle diameter (b) of gravels. Location of 
the sampling fishing boat movement and tぬh巴medianpa凱r司-ticle巴di均ame抗teげroぱfg♂1

(ト :m削別H叩o肝)ve印me印n討1社tI灼ocαati加1拘O叩n，重量 : start or finish dredging) 

存干Eしたo Fig.5 (b)にI'Ir網漁場のl擦のJi:J火粒径値およ

び標本船の操業軌跡を示した。 砂、i尼域で、高い中央粒径1fi在

を7Fす場所は操業の揚投網地点およびその近{完ーに{立(8:し

ていた。揚投網;地点およびその近傍に位置するSt.14お

よびナマコ桁織の操業禁止場所で、あるSt.9の中央粒径11[[

における度数分布はFig.6に示した。 St.9では6.4X1O-2m 

-5.1 x 1O-1mの際が点在し， St.14では1.5x 10-1-3.2 x 

10一1mのrd誌が点在していた。

2)漁場の海底底箆と漁獲翠の関係

本研究において海底底質は海底の基質および篠?を皮の

jiIij方を指す (Fig.3)0 CPUE[W}および CPUE[Ind.}と

平均磯後皮の関係は Fig.7に示した。マナマコの

CPUE[W} は平均機密度が 01匝Um2付近で、最大になり，

平均際密度が増加するにつれ CPUE[W}は減少した

(Spearman's correlation coefficient by rank test，α 

=0.05， P話0.05)0 王子均機密度がOおよび 91胸1m2の!lれこ，

CPUE[Ind.} はおくなり，平均際筏n皮91tullm2付近で最大

になった。

S型およびSB裂は平均1機密度が 0-2側1m2および2

-4 倒/九mポ2のj拶狭i犬;ωしミイil!
1日31個関/口m子2およびび、 H倒I聞品1m2以Jよニの}広ぶい範淘に干存子在した。 S

lli， SB型， SBG型， SG型およびG型の平均 CPUE[W}

は8.7，5ふ 3.1， 5.1および6.3kg/haで、あった。多重比絞

により S型とSB型， S lliとSBGlli，S lliとSGlli，S 型

とG裂， SBG型と Glliの CPUE[W}には有'Ai:差があった

(Steel-Dwass test， α口 0.05，P三五0.05)0 CPUE[W} は

SBGlli 三五 SG~M;;;;SB裂孟 GlliくSlliの阪になり ， CPUE[W} 

の後大は S型であり， i設小であるSBGlliの2.811号であっ
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Size distribution of gravel in St.9 (a) and 
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6.4 
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Relationship between the average density of 
gravel and (a) weight per unit area by 
dredge (CPUE[W])， and (b) number of indi-
vidual per unit area by dredge (CPUE[Ind.]). 

Dredging on S : only S. SB : on S and G. SBG : on S. 
B and G. SG : on S and G. G : on only G)・:S， 
O:SB，O・SBG，X : SG，・ :G

Fig.7 

起こしたと考える。マナマコが磯密度および海底の基質

に関係なく一様に分布した場合，ナマコ桁網の漁獲量は

漁具能率により決定される。桁の挙動変化がナマコ桁網

の実質的な掃過面積を減少させ，漁具能率を減少させた

と推察する。桁の挙動変化は CPUE[町が機密度に対し

負の相関を示したことから6.4x1O-2m以上の存在に影

響を受けると考える。

各基質の CPUE[町および CPUE[Ind.jは共にS型で

最大値を， SBG型で最小値を示した。 SBG型はS型， G 

型およびB型の 3つの基質を交互に通過したことで桁の

離着底が生じ，漁具能率が低下したと考える。 G型およ

びS型の CPUE[Ind.jには統計有意差があったが， S型

とG型の CPUE[W]には統計的有意差があった。 S型の

CPUE[仰はG型の CPUE[W]の1.3倍であった。 G型で

は磯の存在により低い漁具能率となり， CPUEが低くな

ると予測されるが，CPUE[W]および CPUE[Ind.jは漁

具能率が高い S型についで多かった。

S 型およびSB型は平均磯密度が 0~2 個1m2および 2

~4 個1m2の狭い範囲に集中し ， SG型およびG型は 1~

13および9個1m2以上の広い範囲に存在した。磯密度が

増加するにつれ，操業が行われた海底の基質はSG型，

た。

S型， SB型， SBG型， SG型およびG型の平均

CPUE[Ind.j は63.6，41.4， 27.2， 47.6および62.7個体Iha

であった。 S型とSBG型， S型とSG型， SB型とSBG型，

SBG型と G型の CPUE[Ind.jには有意差があった (Steel-

Dwass test，α=0.05， P孟0.05)0 CPUE[Ind.jはSBG型孟

SG型孟SB型孟G型壬S型の順位になり，各基質での平均

CPUE[Ind.jの最大は S型であり，最小となったSBG型

の2.3倍であった。

Fig.6 

砂泥域で中央粒径値が高い場所は揚投網の地点付近に

存在した (Fig.5)0 St.9の磯の中央粒径の分布は6.4x 

1O-2cm~5.1 x lO-lmであり ，St.14では1.5x 1O -1~3.2 x 

1O-1mで、あった。桁は1.5xlO-1m以下の礁で、あれば，乗

り越えることが可能で、あり， 3.2X lO-lm以上の磯を乗

り越えることおよび引き摺ることも不可能であると推測

される。桁を用いた長年の操業により 1.5x10-1~3.2x

lO-lmの礁が引き摺れ，揚網地点に堆積したと推察する。

桁網の採集効率が桁の着底の状態14)およびナマコこ

ぎ網の漁獲効率が海底の複雑さ12)により影響をうける

ことから，鉄枠を持つ桁網漁具では磯の存在および海底

の基質により何らかの影響を受けると予想される。 6.4

x 1O-2m以上の礁を乗り越える際に，桁は礁の存在によ

り片側もしくは完全に離底したり，跳ね上がったりとい

った挙動変化を示すと考えられる。 Fig.7の平均磯密度

の増加に伴うマナマコのCPUEの減少は挙動変化が引き

察考4. 
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SBG型およびG型に限られた (Fig.7)。平均磯密度の増

加は海底の基質にG型を含ませる結果になった。藻場の

存在量7)，10)，水深や水温9)および底質(転石の有無や岩

礁域)1)， 7)-1l)により 2歳未満のマナマコの生息密度は

変化することが知られている。 G型では 2歳未満の小型

マナマコが高密度に生息することにより小型のマナマコ

を漁獲する割合が高くなり， CPUEが増加した。 CPUE

の分散は平均磯密度の増加に伴い小型のナマコの生息密

度が増加したために大きくなったと考える。

以上より磯密度および海底の基質が，マナマコの生息

密度にかかわらず，ナマコ桁網の漁獲量を左右する可能

性が示唆された。また，砂泥域で 2歳以上の個体が少数

漁獲され，磯域で 2歳以下の個体が多数漁獲されたこと

から，マナマコの年齢およびサイズにより生息密度およ

び分布が一様でないことが明らかになった。さらに，磯

が桁網の操業により移動して現在のように分布した可能

性がある。

ナマコ類の成体は遊泳せず海底に定着して生息する生

物である。桁網の操業海域全体が一定の海底の状況下で

あれば，対象生物の生息密度が漁獲の多寡を決定するで、

あろう。しかし，本研究で明らかとなったようにナマコ

桁網漁場は，砂泥基質の平坦な海底の場合や時として桁

を持ち上げ海底との隙聞を作り出すような磯の密度がめ

まぐるしく変化する海底の場合もある。したがって今後，

ナマコ桁網の漁獲能率を詳細に検討するには，堅牢な鉄

製枠を有するナマコ桁網と磯などの海底起伏との聞に生

ずる間隙について検討し，ナマコを漁獲するための実質

的な掃海面積について検討する必要がある。

本研究の遂行にあたり，御協力および助言を頂いた大

村市漁業協同組合の二嶋雅秀氏に深く感謝の意を表する。

英文校闘を賜った長崎大学水産学部准教授サトイト・シ

リル・グレン博士に深く感謝の意を表する。終始懇切な

助言を賜った編集者並びに査読者に深く感謝の意を表す

る。
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