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日本海南西山口県沿岸域における

ケンサキイカの漁況予測

河野光久

Catch Forecasts of Photololigo edulis in Coastal Waters 
off Yamaguchi Prefecture in the Southwestern Japan Sea 

Mitsuhisa KAWANO 

The purpose of this study is to investigate the fluctuations of the catch of Photololigo eduslis in 
coastal waters off Yamaguchi prefecture in the southwestern Japan Sea and to develop the methods 

that can for巴castthe catch. The catch was in a relatively high level in 1982-1986. Then the catch has 

fluctuated widely and the population structure of the squid has changed since the 1987's oceanic 

regime shift， suggesting that water temperature would influence on the long term change in the 

catch. Multiple regression analyses showed that water temperatures during the spawning to early 

developmental stages and the catch before or early the fishing season were useful factors to 

forecast the catch. 

Key words : Photololigo edulis; Forecast; Catch; Southwestern Japan Sea 

ケンサキイカ Photololigoedulisは日本海南西山口

県沿岸域では主にいか釣りで漁獲される重要魚種であ

る。本種の資源は近年低水準にあり l)，特に春の漁況

が著しく悪化している 2)ことから，漁業者から漁況変

動要因の解明と漁況予測の実施が求められている 3)。

日本海南西海域における本種の漁獲量変動要因につ

いては，これまでは主に1980年代半ば以前の漁獲統計

資料等に基づいて，漁期前や産卵期の水温が高いと漁

獲量が多くなる傾向があること .1.5)やカタクチイワシ

の卓越期に秋漁型，マイワシの卓越期に春漁型になる

こと 6)などが明らかにされている。しかし， 1987年以

降は春漁型と秋漁型の交替現象が不明瞭になってお

り7)，水温と漁況との関係についても冬~春季を中心

として水温が上昇している 8)にもかかわらず春漁の不

漁が続いている 2)ことから，過去に得られた知見をそ

のまま漁況予測に適用することができなくなっている。

そこで本研究は，本種の漁況予測手法の開発を目的

として，山口県水産研究センターが1982年以降収集し

ている本種の漁獲統計資料および水温のデータを解析

した。その結果，本種の漁況変動の特徴を明らかにす

るとともに，重回帰式を用いた漁況予測手法を提示す

る。

材料および方法

解析に用いた漁獲統計資料は， 1982-2006年の山口

県漁協川尻支届および大井湊支庖 (Fig.l，以下，代

表 2港という。)におけるいか釣りによるケンサキイ

カの月別漁獲量である。まず，漁獲量の経年変化を明

らかにするために，代表2港の合計漁獲量の経年変化

を調べるとともに，季節群毎の漁獲量の経年変化につ
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Fig. 2 Annual changes in catches of Photololigo 
edulis at the two major fishing ports shown in 
Fig.1 by seasonal group. Spring & summer-
group: catches in January-July， autumun-
group:catches in August-December. 

た。

季節群別の代表 2港合計漁獲量の経年変化に注目す

ると，高水準安定期には春夏成熟群は減少傾向，秋未

熟群は増加傾向と両者で逆の変動傾向を示したが，変

動期から低水準期には両者は比較的よく似た変動を示

した (Fig.2 )。

各期の代表 2港合計漁獲量の平均的な経月変化につ

(Fig. 3 ) ，高水準安定期には漁獲量は 1

月の 4トンから次第に増加し 9-10月に70-75トン

と最高を示した後， 11-12月にかけて急激に減少した。

変動期には 1-4月には低水準横ばい (13-15トン)

で推移した後，次第に増加し， 7月 (60トン)および

9 -10月 (54-58トン)の 2つの山が形成された。低

漁獲量の経年および経月変化

代表 2港合計漁獲量は (Fig.2)， 1982-1986年に

は400トン前後と比較的高い水準で安定していた。

かし， 1987-1999年には漁獲量は平均的には比較的高

い水準にあるものの， 302-552トンの範囲で大きく変

動した。 2000年以降は196-319トンと低い水準で推移

以上の漁獲量の経年変化のパターンから，解析期間

は1982-1986年の高水準安定期， 1987-1999年の変動

期， 2000年以降の低水準期の 3期に分けることができ

卵~発育初期の環境の指標とみなして説明変数とした。

秋漁期漁獲量については 4-7月の代表2港合計漁獲

量を親魚量の指標， 4月の萩沿岸域表面水温を産卵期

の環境の指標とみなして説明変数とした。
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Fig. 1 Survey area for catch analysis of 
Photololigo edulis. Star marks (A，B) show the 
hydrographic observation stations. Closed 
circles show the two major fishing ports where 
monthly catch records were collected. 

漁況予測手法の検討にあたっては，漁期を冬漁期

(1 -3月)，春漁期 (4-6月)，夏漁期 (7-8月)， 

秋漁期 (9-11月)の 4つに分け， 1987-2006年各漁

期の代表 2港合計漁獲量を目的変数として重回帰式に

より説明することを試みた。 1987年以降のデータを用

いたのは， 1986年までは春夏成熟群と秋未熟群が交替

して漁獲されたのに対し， 1987年以降は両者が似たよ

うな経年変動を示した7)ことから， 1987年以降季節群

の変動様式がそれまでとは異なっていると考えられる

からである。各漁期の目的変数に対する説明変数は，

次のとおりとした。冬漁期漁獲量については，前年12

月の代表 2港合計漁獲量を加入量の指標，前年2月の

萩沿岸域 (Fig.1，A)表面水温を発育初期の環境の

指標とみなして説明変数とした。春漁期漁獲量につい

ては， 3月の代表 2港合計漁獲量を加入量の指標，前

年3月の萩沿岸域表面水温を産卵~発育初期の環境の

指標とみなして説明変数とした。夏漁期漁獲量につい

ては， 7月の代表 2港合計漁獲量を加入量の指標，前

年8月の川尻北西沖 (Fig.1，B)の50m深水温を産

いても調べた。季節群の分離にあたっては，河野7)に

従い，代表 2港の 1-7月の合計漁獲量を春夏成熟群

の漁獲量， 8 -12月の合計漁獲量を秋未熟群の漁獲量

とみなした。次に，漁獲量の経月変化の特徴を明らか

にするために，経年変化の解析で分けられた 3つの期

間(高水準安定期，変動期，低水準期)毎に代表 2港

合計漁獲量の月別平均値を算出し，その経月変化につ
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水準期の漁獲量は変動期のそれと比べ各月とも 6-18 

トン少ないものの，ほぼ同様な経月変化のパターンを

示した。
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Fig. 3 Monthly mean catches of Photololigo edulis 
at the two major fishing ports shown in Fig.1 
in the following three periods. H-period: high 
abundance period (1982-1986)， F-period: fluctu-
ating period (1987-1999)， L-period: low abun-
dance period (2000-2006). 

漁期別漁獲量の重回帰式

冬漁期の代表 2港合計漁獲量 (Yl，kg) について

は，前年12月の代表 2港合計漁獲量 (Xl，kg) と前

年 2月の萩沿岸域表面水温 (X2，OC) を説明変数と

して，次のとおり統計的に有意な重回帰式が得られた

(Table 1，重相関係数R=0.783， Pく0.001)。

Y1=133476.621十1.518Xl-9052.997X2 

標準回帰係数は X1: 0.691， X2: -0.213で X1は0.1

%水準で有意であった。

X1とX2との相関係数は-0.304と低く，多重共線性

の問題は認められなかった。

春漁期の代表 2港合計漁獲量 (Y2，kg) について

は， 3月の代表 2港合計漁獲量 (X3，kg) と前年 3

月の萩沿岸域表面水温 (X4，OC) を説明変数として，

次のとおり統計的に有意な重回帰式が得られた

(Table 2，重相関係数 R=0.824，Pく0.001)。

Yz=176739.1 + 1.872X3-9136.402X， 

Table 1 The result of multiple regression analysis of catches of Photololigo edulis in winter fishing period. 
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 Constant term 
Multiple correlation coefficient 
F value 

Correlation coefficient matrix 

X1 

V
4
V
4
Vれ

1.518 
0.691 
4.368" 

133476.621 
0.783 

13.495" 
1.000 

-0.304 
0.756" 

X2 

-9052.997 
-0.213 
1.348 

1.000 
-0.424 

Data used for the analysis were from 1987 to 2006 (n=20). 

X1: Catch (kg) of Photololigo edulis in December in the previous year. 
X2: Average surface water temperature (OC) in February in the previous year. 
Y1: Catch (kg) of Photololigo edulis in winter fishing period (January-March). 

a: Significant at 0.1% level. 

Table 2 The result of multiple regression analysis of catches of Photololigo edulis in spring fishing period. 

Partial regression coefficient 
Standard partial regression coefficient 
t value 
Constant term 
Multiple correlation coefficient 
F value 

Correlation coefficient matrix 

X3 

z
v
A
V幻

1.872 
0.741 
5.059" 

176739.1 
0.824 

17.984" 
1.000 

-0.348 
0.805" 

X， 
-9136.402 

-0.183 
1.254 

1.000 
-0.442 

Data used for the analysis were from 1987 to 2006 (n=20). 
X3: Catch (kg) of Photololigo edulis in March. 
X，: Average surface water temperature (OC) in March in the previous year. 
Y2: Catch (kg) of Photololigo edulis in Spring fishing period (April-June). 
a: Significant at 0.1% level. 
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標準回帰係数は X3: 0.741， X，: -0.183でLは0.1

%水準で有意で、あった。

X3とX，との相関係数は 0.348と低く，多重共線性

の問題は認められなかった。

夏漁期の代表 2港合計漁獲量(巴， kg) について

は， 7月の代表 2港合計漁獲量 (Xs，kg) と前年 8

月の川尻北西沖の50m深水温 (X6，OC) を説明変数

として，次のとおり統計的に有意な重回帰式が得られ

た(Table3，重相関係数R=0.971，Pく0.001)。

五=-24599.108十1.535Xs+ 1874.338X6 

標準回帰係数は Xsが0.961と極めて高く (0.1%水準

で有意)，一方不は0.09と極めて小さかった。

Xsとおとの相関係数は0.068と低く，多重共線性の

問題は認められなかった。

秋漁期の代表 2港合計漁獲量 (yし kg) について

は， 4-7月の代表 2港合計漁獲量 (X7，kg) と4

月の萩沿岸域表面水温 (Xs，OC) を説明変数として，

次のとおり統計的に有意な重回帰式が得られた

(Table 4， R=0.826， Pく0.001)。

Y，=614859.678+0.61X7-37695.237 Xs 

標準回帰係数は X7: 0.561， Xs: -0.539で X7は0.1

%水準で， Xsは1%水準で、有意で、あった。

X7とXsとの相関係数は-0.127と低く，多重共線性

の問題は認められなかった。

考察

代表 2港合計漁獲量の変動傾向を調べた結果， (l) 

漁獲量は1982-1986年までは比較的高い水準で安定し

ていたが， 1987-1999年には変動が大きくなった後，

2000年以降低水準で推移したこと (Fig.2 )， (2)季

節群毎の漁獲量をみても 1986年以前には春夏成熟群

と秋未熟群が逆の変動傾向を示していたが， 1987年以

Table 3 The result of multiple regression analysis of catches of Photololigo edulis in summer fishing period. 

Partial regression coefficient 
Standard partial regression coefficient 
t value 
Constant term 
Multiple correlation coefficient 
F value 

Correlation coefficient matrix 

Xs 

五
五

vu

1.535 
0.961 
16.63a 

-24599.108 
0.971 

141.963a 

1.000 
0.068 
0.967a 

X6 

1874.338 
0.09 
1.561 

1.000 
0.156 

Data used for the analysis were from 1987 to 2006 (n=20). 
Xs: Catch (kg) of Photololigo edulis in July. 
X6: Water temperature (OC) at 50 m depth in August in the previous year. 
五:Catch (kg) of Photololigo edulis in summer fishing period (July-August). 
a: Significant at 0.1% level. 

Table 4 The result of multiple regression analysis of catches of Photololigo edulis in autumn fishing period. 

Partial regression coefficient 
Standard partial regression coefficient 
t value 
Constant term 
Multiple correlation coefficient 
F value 

Correlation coefficient matrix 

X7 

z
z
v
u
 

0.61 
0.561 
4.083a 

614859.678 
0.826 
18.38a 

1.000 
0.127 
0.63a 

Xs 

-37695.237 
-0.539 
3.922b 

1.000 
-0.611 b 

Data used for the analysis were from 1987 to 2006 (n=20). 
X7: Catch (kg) of Photololigo edulis in April-July. 
Xs: Average surface water temperature (OC) in April. 

y，: Catch (kg) of Photololigo edulis in autumn fishing period (September-November). 
a: Significant at 0.1% level. 
b: Significant at 1 % level. 
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降両者が同じような変動傾向を示したこと (Fig.2 )， 

および(3) 1986年以前と1987年以降とでは漁獲量の

季節変化のパターンが異なっていたこと (Fig.3 )か

ら， 1987年頃に本種の資源構造および資源、変動様式が

大きく変わった可能性が高い。 1987年頃は日本海山陰

沿岸域でそれまでの低温期から高温期への遷移が起き

たレジームシフトの時期8)と対応している。この現象

は山陰沿岸域のみでなく北太平洋で広く確認されてお

り8，9)，サンマベスルメイカ11)などの浮魚類のほか底

魚類ωの資源変動にも大きな影響を及ぼしたと考えら

れている。本種の場合は，重回帰分析の結果，冬漁期，

春漁期および秋漁期の漁獲量に対して産卵~発育初期

の水温は減少要因となっていた (Tables 1，2，4) こ

とから，レジームシフトに伴う水温の上昇は産卵~発

育初期の生残を悪化させ，資源、の減少要因となったこ

とが示唆される。水温の顕著な上昇は1997-1998年頃

にも起きており 9)，2000年以降の代表 2港合計漁獲量

が低水準で推移している (Fig.2 )ことについても，

このような水温上昇の影響があったことが推察される。

以上のことから，長期的な水温変化は，メカニズムは

明確で、はないが，本種の長期的な漁況変動に影響を及

ぼしていると推察される。

重回帰分析の結果，説明変数として用いた産卵一発

育初期の水温の偏回帰係数よりも漁期前または初漁期

の漁獲量の偏回帰係数の方が大きかった (Tables1-

4 )ことから， 1年以内の短期的な漁況変動に対して

は，産卵~発育初期の水温よりも加入量変動の方が大

きく影響するものと考えられる。

本研究の結果，漁期前または初漁期の漁獲量が加入

量の指標となることが明らかになり，漁獲量と水温を

説明変数とする重回帰式を用いて漁期前または初漁期

に大まかな漁況予測を行うことが以下のとおり可能と

なった。(1)冬漁期および春漁期の漁獲量について

は，漁期 1ヶ月前の漁獲量と産卵一発育初期の水温を

基に重回帰式を用いて予測できるようになった

(Tables 1， 2) 0 (2)夏漁期の漁獲量については，

冬漁期および春漁期のように漁期前のデータを用いて

予測することは今のところできず，漁獲量の予測には

初漁期の 7月の漁獲量と前年8月の水温データが必要

である (Table3 ) 0 (3)秋漁期(秋未熟群)の漁獲

量については， 4-7月(春夏成熟群)の漁獲量と有

意な正の相闘があり，これと 4月の水温とを用いて予

測が可能となった (Table4)。このことは，秋未熟

群が 4-7月に出現する春夏成熟群の再生産群である

-23-

とする小川ほか13)の想定を支持しているようにみえる。

しかし，両者はふ化時期が異なる別の群であり，秋未

熟群は主に冬季にふ化した群であるという考えもあ

る14)。後者の考えは，平衡石の日輪解析に基づくもの

であるが，冬季には日本海西部から東シナ海にかけて

成熟群はほとんど出現しないという難点がある 3)。秋

漁期の漁況予測の精度を高めるためには，今後，産卵

時期や産卵場を初めとする秋未熟群のライフサイクル

の解明が不可欠で、ある。

現在，ケンサキイカの漁況予測を行っている機関は

ない。今後は本研究で得られた重回帰式を用いて，実

際に漁況予測を行い，漁業者の計画的な操業に資する

とともに，スルメイカ 11)で試みられているように水温

の上昇がどのようなメカニズムで再生産や初期生残に

影響するのかを解明していく必要があろう。
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