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小型底びき網のグランドロープの太さによる漁獲選択性の相違

藤田　薫，1＊松下吉樹，1a本多直人，1山崎慎太郎，1小林正三2b

（2005年10月31日受付，2006年12月5日受理）

1㈱水産総合研究センター水産工学研究所，2千葉県銚子水産事務所

Selectivity　of　groundrope　of　a　small　trawl　net　in　relation　to　diffbrent　diameters

KAoRu　FUJITA，1＊YosHIKI　MATSUSH：ITA，1a　NAoTo　HONDA，1

　　SHINTARo　YAMASAKIl　AND　SHozo　KOBAYASHI2b

1ノ〉4≠知％‘zlノ～㏄64κhノ効5ガ云％云6ρブ溺sh6万6s　E％4π667ズ％8Fゑshθ万6s1～6s6σκh且gのzのノ，κα吻お循∫b‘z名π勉314－0408，

2Choshゼ砿‘z7勿¢01）z4πs≠7飽s（痂6己Chosh4Ch必α288－000』Z，ノ4汐α％

　Aparallelhaulexperimentoftwotrawlnetsequippedwithgroun（1ropesofdiffαent（liameterswascarried

ou亡亡o　understand　the　role　of　the　groundrope　for五shing　gear　selectivity，The　diameter　of　the　groundrope　of　the

test　net　was61．3mm　on　average，while　that　of　the　conventiona1（contro1）net　was32。7mm．The　selectivity　curve

of　the　test　net　for　each　species　was　estimated　with　an　extended　SELECT　modeL　The　selectivity　curve　showed　a

common　S－shape　for　cimamon　flounderPs6％40地o窺わ％s伽照窺o麗％s　and　john　dory　Z6％s吻δ飢On　the　other　hand，

selectivity　curves　for　red　tongue　sole（か％ogZo∬％sゴの7％癬and　black　cow　tongue　P醐妙」σg％s毎ノ勿o漉oαin（1icated　a

negative　S－shape，as　larger　individuals　escaped　from　the　test　net。The　test　net　was　non　size－selective　for　bluefin

searobin　Ch爾伽oo励ッs　s卿os％s．We　considered　that　these　selectivities　were　based　on　the　species　and　size　de－

pendent　behavior　to　the　approaching　groundrope．A　change　in　the（1iameter　ofthe　groundrope　can　be　a　substantial

gear　mo（1ification　for　selective　fishing　in　multi－species　traw1丘sheries．

キーワードニSELECTモデル，異体類，グラソドロープ，小型底びき網，混獲防除

我が国の小型底びき網漁業では，漁獲対象生物の小型

個体や非漁獲対象生物の混獲・投棄が問題視されること

が多い。1－3）これまでにこうした混獲・投棄の減少を目

的として，袋網の目合の拡大4一9）や混獲防除漁具の開

発9－14）が行われてきた。しかし，袋網の目合の拡大は，

小型エビ類と大型の魚類を同時に漁獲するような小型底

びき網漁業では，小型エビ類の漁獲量の減少に繋がるこ

とがある。そこで，生物がグランドロープを通過してか

ら袋網に蓄積されるまでの過程において，種やサイズに

よる行動の相違や網目選択性を利用した，二層式トロー

ル，10・13）仕切網式分離装置，11，13，14）混獲防除ウインド

ー12）などの混獲防除漁具が開発されてきた。しかしこ

れらの漁具を用いても，漁獲対象生物と非漁獲対象生物

の網内での行動やサイズに相違がない場合には選択漁獲

が困難になる。

　そこで本研究では，生物がグランドロープに遭遇した

際の反応行動に着目した。仮に，生物がグランドロープ

を通過するまでの過程にも種やサイズによって相違があ

れば，グランドロープの構造の変更が新たな混獲防除漁

具の開発に繋がる可能性がある。グランドロープは底び

き網の下端に取り付けられる沈降力を持つ部品であり，

海底の起伏に追従して網の接地性を維持しつつ，海底上

を移動して魚群を網口に駆集する機能を持つ。15）従って

その構造は海底近くに生息する生物の漁獲の成否に影響

する。Engas　and　Godo16）とMunro　and　Somerton17）は，

資源調査用の底びき網のベレー（網の底面となる網地，

belly）18）下方に補助網を取り付けてグランドロープ下方

を通過した生物を採集し，グランドロープによる種・サ

イズ選択性を確認した。さらにMunro　and　Somerton19）

は，arrowtooth　flounder／1肋醐6s魏6s　s渉o郷Zαsやrex　sole

＊Tel，：81－479－44－5952．Fax：81－479－44－6221．Emai1：duke＠fra．affrc．go．jp
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G卵渉ooゆhαZ郷zαoh伽sは小型個体ほどグランドロープ

の下から逃避しやすいことを示し，その理由として小型

個体ほどグランドロープと海底との間の隙間を通過しや

すく，また，大型個体ほど高く離底して漁獲されやすい

ためと推察している。一方，グラソドロープは海底上を

移動することで生物を駆集する機能を持つので，15）グラ

ンドロープの海底への接地圧の多寡も漁獲に影響すると

考えられる。グランドロープの接地圧を低減するために

は，グランドロープの水中重量を軽くすることとグラン

ドロープの接地面積を大きくすることが考えられる。こ

のうち，グランドロープの水中重量を軽くすることは，

ヘッドロープとの浮沈関係が崩れる問題がある。そこで

本研究では，接地面積を大きくするために直径を太くし

たグランドロープを持つ網と通常の太さのグラソドロー

プを持つ網の漁獲物を比較して，グラソドロープが持つ

種・サイズ選択性について検討した。

試料および方法

　グランドロープの構造　本研究は，千葉県の外房海域

で操業する小型底びき網漁具11・12・20・21）を対象に実施し

た。漁業者が使用しているグランドロープ（Fig，1A）

は，直径24mmのポリエステル製ロープと直径16mm

のポリエステル製ロープの2本を互いに沿わせた構成

である。直径24mmのロープはポリエステル製の網地

が巻き付けられ，任意の30ヶ所をノギスで測定したと

A

P・lyesterrope（16mm血a．）、

　　　　Castingsinker（375ginair）

　　　　　　　　　　　　Wrappi㎎chain（9．5mm　dia、）

P・1yeste「r・pe冊apPed　　　　C㎏in（11mm酬
witll　polyester　net（32．7士L6mm　dia．）

B

ころ，平均直径は32．7mm（標準偏差L6mm）であっ

た。直径16mmのロープは鋳物沈子（375g）が約150

mm間隔で取り付けられている。さらにこの2本のロー

プに直径11mmのチェーソを沿わせ，これら2本の

ロープと1本のチェーンに直径9．5mmのチェーンを巻

き付けることによって加重している。このような構成に

より曳網時にはポリエステル製の網地を巻いたロープが

鋳物沈子を通したロープより先に海底面を通過すること

になる。

　これに対して，直径を通常の約2倍にしたグラソド

ロープ（Fig．1B）を製作した。このグランドロープに

はポリエステル製の網地を巻いたロープの代わりに，任

意の30ヶ所をノギスで測定した平均直径が61．3mm

（標準偏差5．2mm）のポリアミド製のクロスロープを

用いた。また，直径9．5mmのチェーンの代わりに直径

6mmのチェーソを巻き付け，漁業者が使用しているグ

ランドロープと水中重量をほぼ等しくした。両グラソド

ロープの構成をTable1およびFig．1に示す。以降で

は，漁業者が使用しているグランドロープを取り付けた

網を現用網，直径を通常の約2倍にしたグランドロー

プを取り付けた網を試験網と称する。身網11・20，21）や袋

網12・20，21）の構造は現用網と試験網でほぼ同一とした。た

だし，本海域で操業する小型底びき網漁業では袋網の目

合は9節（37．9mm）から12節（27．5mm）が用いら

れており，現用網と試験網で同一の目合を用意できなか

った。現用網は2階式コッドエンド12）の上部袋網およ

び下部袋網の目合がともに10節（33。7mm）であり，

試験網は上部袋網の目合が12節（27．5mm），下部袋網

の目合が9節（37．9mm）であった。これらの小型底び

き網の袋網には，混獲防除ウイソドー1221）が装着されて

Table　l　　Materials　of　conventiona1　（control）　and　test

　groundrope

Type・f　C・nventi・nal　Test（61．3mmdia．）
groundrope　　　（32．7mm　dia．）

Part　　　Material　Weight　Material　Weight
　　　　　　　　　（kg）＊　　　　　　　　　　　　　（kg）＊

　　　　　　　　　　　Chain（11mmdia．）
　　　　　　　　　WrapPing　chain（6mm　dia♪
　　Polyamide　cross　rope（61．3±5，2mm　dia，）

Fig．1　Schematic　drawing　of　a　part　of　the　groundrope　of

　a　conventional（control）net（A）and　a　test　ne亡（B）．

Rope
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Wrapping
net

Sinker

Chain

Wrapping
chain

Polyester

16mm　dia．

Polyester

24mm　dia．

Polyamide

1．5
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Casting　　　　　　　　84．0

3759（inair）

Short　ring　　　　　32．2

11mm
Short　ring　　　　　44。6
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Polyamide
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1．5

6．9
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Fig．2　Fishing　ground，Gray　shading　shows　the　area

　where　experimental　tows　were　carried　out．

いたが，網口から入網した生物をできるだけ保持するた

めに，混獲防除ウインドーを目合が13節（25，3mm）

の網地で塞いだ。

　操業試験　2003年12月13日の日中に，小型底びき

網漁船（9，9トソ未満，301kW）2隻により，Fig。2に

示した海域で試験を実施した。投網時刻と曳網時間，そ

して曳網水深がほぼ同じになるように申し合わせ，また

操業中は互いの船の位置を目視により確認しながら，2

つの網を並行して3回ずつ曳網した。曳網速力は約3

ノットとし，1回の曳網時間はワープがセットされてか

ら1時間とした。

　解析方法　漁獲物は種ごとに分けて個体数を計数し，

魚類は全長を，小型エビ類は体長を測定した。1回の曳

網での漁獲個体数が100個体を大きく上回った種は，

無作為に抽出した100～305個体の全長（小型エビ類は

体長）を袋網ごとに測定した。異尾類，ヒトデ類および

貝殻はゴミとしてまとめ，総重量を測定した。こうして

得られた両網における漁獲物のうち，2つの網での漁獲

数の合計が100個体を上回った，ガンゾウビラメー唐6躇

407ho窺6％so初銘σ窺o％6％s，アカシタビラメCy％ogloss％s

ゴの％擁，クロウシノシターP醐πがσ8％s彪力ρo勉oα，ネズヅ

ポ属Callionymidae　spp，，ホゥボゥCh6」ガ40％oo屠勿ss毎

％os郷，マトウダイZ6欝血飽7，サルェビ丁彫oh妙醐磁欝

6躍痂os師sについて，現用網をコントロールとした場

合の試験網のサイズ選択性をSELECT解析22）により検

討した。解析に用いる全長階級は10mm間隔とした。

ただしサルエビは体長階級を5mm間隔で整理した。

　SELECT解析のパラメータは最尤推定で求められ

る。最尤推定法では各体長階級の測定個体数を用いて尤

度を計算するため，抽出率で引き延ばした値を解析に用

いることはできない。Millar23）は袋網とカバーネットか

ら抽出した標本のデータに最尤推定法を適用するため，

抽出率を考慮して拡張したSELECTモデルを提案し

た。本研究でも1回の曳網での漁獲個体数が100個体

を大きく上回った種は標本を抽出しているので，

Millar23）による拡張したSELECTモデルを適用した。

　Munro　and　Somerton19）は，グランドロープのサイズ

選択性7（」）を下記の（1）～（4）式のいずれかに当てはめ

て表現した。（1）式は全長（サルエビは体長，以下同じ）

」に関わらず7（Z）は一定の値となる。（2）式は10gistic

式であり，全長1の変化に応じて7（」）は0から1の間

で単調に変化する。（3）式は7（」）が0から漸近線γの間

で単調に変化する。（4）式は全長」が大きくなるのに従

って7（1）が増加した後減少に転じる。本研究でも同様

に，7（」）をいずれかの式に当てはめた。

　　　　　　1　　71（」）一　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　　　　1＋6一α

　　　　　1
72（1）＝
　　　1＋6一（α＋β’）

籍（∫）一γ（1＋飾の

叛（・）一・（毒）（劉（1餐鵯））

ここで，α，β，γおよびδはパラメータである。

（2）

（3）

（4）

　全長」ごとの現用網での測定個体数のと試験網での測

定個体数をの和に対する試験網での測定個体数あの割

合を画として次式で定義した。

　　　　を
　　¢」＝一　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　　　ち十の

　それぞれの種について，試験網と現用網で測定した標

本の抽出率をそれぞれ，g，S，試験網と現用網に遭遇し

た個体数のうち，試験網に遭遇した個体数の割合（分割

率）を％，試験網と現用網に遭遇した全長1の総個体数

を昂とすると，試験網で漁獲された全長Zの測定個体

数あは，
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　　々＝％・9・7（1）・瓦　　　　　　　　　　　　（6）

現用網で漁獲された全長」の測定個体数O」は，

　　O」＝（1一％）・s・1～1　　　　　　　　（7）

となる。φ（」）を表すモデルには，分割率％をパラメー

タとした場合と一定とした場合（％＝0・5）の2通りを考

えた。ただし，（1）式は全長」に関わらず¢（」）が一定

となるので，7（」）と％は一意に決定されない。そこで

（1）式への当てはめは分割率％を一定とした場合のみ行

った。

　式（5）に式（1），（6），（7）を代入すると，φ，は，

Table2’Catch　composition　of　number　of　organisms　and

　weight　of　garbage

Common　name　　Scienti且c　name

Type　of
groundrope　Test／
　　　　　Con．
Con．　Test

　　　　　　　　　％99　　Φ（」）＝　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
　　　　　％・9＋s・（1一％）・（1＋6一α）

で表せる。同様に，式（5）に式（2），（6），（7）を代入する

と，㊨は，

Cinnamol1且omd－Pε飾407ho卿わ％ε
er　　　　　　　　　　　　　　　oぎ％％α窺0％θ％S

RedtOngUeSOle　⑦ηOgJOSS％Sブ0膨万

Black　cow　tongue　Pα名砂殉g％s毎

　　　　　　　ノ妙o％彫

Dragonet　　　　　　Callionymidae

Blue丘n　searobin　　Ch6」躍o魏6履海夕3

　　　　　　　吻πos％s
John　dory　　　　　　　Z6麗s五zうε7

Southern　rough　　　7｝㎎‘h躍）8ηαε％s

shrimp　　　　　　㎝痂名os≠溶

Others

326　　　　71　　0．22

131　　　　59　　0．45

98　　　　39　　0．40

337　　　121　　　0．36

94　　　　90　　0．96

198　　　233　　　1．18

971　　　894　　0．92

3182　　3214　　1．01

　　　　　　　　　　％●9　　φ（」）＝　　　　　　　　　　　（9）　　　　　％・4＋s（1一％）・（1柁『瞭β」））

で表せる。式（5）に式（3），（6），（7）を代入すると，φ∫は，

Total 6678　　5037　　0。75

Garbage　（kg） 55．4　　　19．6　　0．35

　　　　　　　　　　γ●％●9　　φ（Z）＝　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
　　　　　γ・％・9＋s（1¶）・（1＋6一（α＋β1））

で表せる。式（5）に式（4），（6），（7）を代入すると，画は，

　　¢（」）＝

　　　　一（嵩）・（絆（1餐乎謝

一（毒）・（署（、事鶉，）　（・一初

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）

で表せる。

　全長階級ら（戸1，2，3，…，彦）としたとき，最尤推定

法では，次式（12）が最大となるようにパラメータを決

定する。2425）

　　1njL（α，β，γ，δ）＝

　　　ゑ
　　　Σ膨109¢（ら）＋6ひlog（1一φ（ら））］　　（12）

　　∫＝1
　抽出率σと5はそれぞれの曳網で一定でなかったの

で，抽出率が高い曳網時の測定データから重複しないよ

うに無作為に抜き取り，それぞれの網で同一種の抽出率

を最も低い曳網時の値に統一した。パラメータの推定に

はMS－Exce1のソルバーを用いた。選択されたモデル

の適合度はX2検定により検討し，モデルの選択はAIC

（Akaike夕s　Information　Criterion）値の比較により行っ

た。24）

Con．，controll　Garbage，hermit　crabs，star　fishes　and　shells．

結　　　果

　比較操業実験を繰り返し行った際にデータを合算でき

る条件は，操業期間中に体長組成が変わらない場合，あ

るいは操業期間中に努力量が一定であるもしくは調査対

象漁具と非選択漁具の努力量の比が一定である場合のい

　　　威申フ26廟田綱＞試験網の曳網開始時刻のずれ

は最も大きくても3分程度であり，それぞれの漁船の1

回の曳網時間は59～62分の間であった。曳網速力は

2．7～3．1ノヅトであり，3回の曳網距離の合計はどちら

の漁船も16．8kmであった。2隻は同海域で，ほぼ同時

刻に同距離を曳網したので，同じ生物群を漁獲したと仮

定できる。そこで各網3回の曳網での漁獲物の測定
データを合算した。

　現用網および試験網で漁獲された魚類およびサルエビ

の個体数とゴミの重量をTable2に示す。現用網の総漁

獲個体数は6678個体であったのに対し，試験網のそれ

は約3／4の5037個体であった。また，現用網のゴミの

総重量は55．4kgであったのに対し，試験網のそれは約

1／3の19．6kgであり，試験網のゴミの重量は少なかっ

た。ゴミの大部分は目合9節の袋網で保持されるのに

充分なサイズであった。

　試験網と現用網で漁獲されたガンゾウビラメ，アカシ

タビラメ，クロウシノシタ，ネズッポ属，ホウボウ，マ

トウダイ，サルエビの全長組成をFig．3に示した。現

用網によるガンゾウビラメ，アカシタビラメ，クロウシ

ノシタ，ネズッポ属の漁獲個体数に対する，試験網によ

るそれらの比は0．22～0、45であり，試験網でこれらの

種の漁獲は少なくなった（Table2）。一方，現用網によ

るホウボウ，マトウダイ，サルエビの漁獲個体数に対す

る，試験網によるそれらの比は0．92～1．18と，それぞ

れの網で漁獲された個体数は2つの網でそれほど変わ

らなかった＜Table2）。

　これらの砺と選択されたモデルのφ（Z）をFig．4に

示した。ガンゾウビラメ，ネズッポ属，サルエビには分

割率を一定とした式（2）のモデルが，マトウダイは分割
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率をパラメータとした式（2）のモデルが採択され，全長

階級が大きくなるに従って，¢（」）が高くなった。これ

らの種とは逆に，クロウシノシタには分割率を一定とし

た式（2）のモデルが採択され，全長階級が大きくなるに

従いΦ（」）は低くなった。アカシタビラメには分割率を

『定にした式（4）のモデルが採択され，全長階級14cm

で¢（」）が最高になった後に低くなった。一方，ホウボ

ウには分割率を一定にした式（1）のモデルが選択され，

全長階級の変化に対してφ（」）が一定の値となった。

SELECT解析によって求めた式のパラメータ，分割率

％をTable3に，得られた選択性曲線をFig．5に示し

た。このように，試験網で漁獲個体数が減少する種とそ
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15

．，，number　of　test　net　samples　in　the　length　class　J。61，num一

．れほど変わらない種（ホウボウ，マトウダイ，サルエビ）

に分けられた。さらに前者は小型個体ほど漁獲が減少す

る種（ガンゾウビラメ，ネズッポ属）と大型個体ほど漁

獲が減少する種（クロウシノシタ），そしてある全長階

級で選択率が最高となる種（アカシタビラメ）に分けら

れた。

　　　　　　　　　　考　　察

　本研究では，現用網を無選択であると仮定してコソト

ロールとした。しかし，資源調査用の底びき網のグラン
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Table3　Estimated　parameter　values　for　the　selected　models

Parameters
Scienti且c　name Selected　mode1

α β γ δ ％

カvalue

PS6％407hoηZわ％S62π％α％ZOπ6寓S

C翅ogJoss％3勿％ガ

Pσ柳Zα9襯の砂o肱σ

Callionymi（lae　spP．

Chθ房40％づ6h置h夕3sカ⑳zos麗s

z6％3血δ67

丁名窃吻喫麗6麗so％卿名os嬬

γ2（」）

74（z）

72（」）

72（」）

71（」）

72（」）

72（」）

　一5．43

－175．45

　5．81

　－2．33

　3．11

　－0．31

　－2．88

0．42

13．24

－0。25

0。1

0．16

0．5

1 0．01

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．59

0．5

0．38

0，18

0．31

0．44

0．50

0．33

0．23

ドロープでは種・サイズによる選択性が報告されてい

る。16－17，19）また，千葉県の外房海域で操業する小型底

びき網の漁業者の間では，ネズッポ属がベレーの海底側

に前鯉蓋骨棘を刺した状態で漁獲されることが知られて

いる。すなわち，ネズッポ属の少なくとも一部はグラン

ドロープの下方から抜けている。従って本研究で示した

試験網のグランドロープの選択性は，現用網で漁獲され

る生物群に対する相対的な選択性であるといえる。

　また，前述したように現用網と試験網の袋網の目合が

異なるので，こうした実験設定が結果に影響した可能性

がある。そこで，これらの影響を考察する。本研究で用

いた袋網の最大目合は9節であった。この目合を通過

できるサイズでは，得られた選択性曲線にはグランド

ロープの太さによる選択性に加えて，それぞれの袋網の

網目選択性が影響した可能性がある。そこで，網目選択

性の影響を分離するため，目合9節の袋網でほぼ100％

の個体が保持されるサイズを種ごとに求めた（Fig．3）。

板びき網の網目選択性に関する研究8〉によると，目合が

38mm（9節）の袋網を抜けたシタビラメ類の最大個体

は全長130mmであった。本研究では全長が130mm
未満のクロウシノシタは漁獲されなかったので，袋網の

目合の違いは得られた結果に影響を与えていないと考え

られる。一方，現用網では試験網の網目（9節）を通過

する可能性がある全長130mm未満のアカシタビラメ

が2個体（個体数比2％）漁獲された。アカシタビラ

メの選択性曲線には式（4）のモデルが採用されたが，網

目選択性の影響が考えられる全長130mm未満のアカ

シタビラメのデータを除外すると，選択性曲線はクロウ

シノシタと同じ式（2）のモデルが当てはまる（Fig．6）。

　一方，ガンゾウビラメ，ネズッポ属，ホウボウ，マト

ウダイ，サルエビは，9節の網目を通過できるサイズの

個体が多く漁獲された。目合と体高の比がLOで選択率

が100％に達すると仮定すると，全長100mm以上の

ガンゾウビラメは目合9節の袋網で全て保持され

る。5・11）マトウダイは全長と体高の関係（体高＝0．41×

全長＋0，35）から，目合9節の袋網で全て保持される全

長を100mm以上と推定した。ネズッポ属は，ハタタ

テヌメリRのo窺％6伽欝∂σ伽飽朋6ズに対する網目選択性

曲線マスターカーブ7）と，ネズッポ属の全長と体長の関

係（全長＝1．42×体長一〇．90）から，99％選択体長を

195mm（全長276mm）と推定した。ホウボウは，近

縁種のオニカナガシラLゆ40師g如燃h吻御61に対する

網目選択性曲線のマスターカーブ27）から，99％選択全

長を107mmと推定した。サルエビは，網目選択性曲
線マスターカーブ28）と体長一頭胸甲長の関係式29）から目

合9節での99％選択体長を94mmと推定した。この

ようにして求めたサイズ以上の個体は袋網の目合の違い

が結果に影響を与えないため，得られた選択性曲線はグ

ランドロープの太さによる選択性を表していると考えら

れる。一方，これらのサイズ以下では，グランドロープ

の太さによる選択性と網目選択性の両方が影響している

可能性がある（Fig．5）。全ての，あるいはほとんどの

全長（体長）階級で網目選択性の影響を受けると考えら

れるネズッポ属とサルエビについてはグランドロープの

太さによる選択性を評価できなかった。

　次にグランドロープの太さによる選択性について考察

する。袋網の網目選択性の影響がないと考えられるサイ

ズでは，全長階級が大きくなるに従い選択率が高くなる

種（ガンゾウビラメ，マトウダイ），全長階級が大きく

なるに従い選択率が低くなる種（アカシタビラメ，クロ

ウシノシタ），全長階級に関わらず選択率が一定である

種（ホウボウ）に分けられた。トロール網から魚類が逃

避する経路についてMunro　and　Somerton17）は，1）網目

から抜ける12）グランドロープの前方で遊泳し続けて

漁獲を回避する13）ヘッドロープの上を越えて逃避す

る14）グランドロープの下方から抜ける，の4通りに

分類した。網目選択性の影響がないと考えられるサイズ

の魚類に対しては，グランドロープの構造以外の条件は

2つの網で同一であるので，1）～3）の経路はこのサイズ

の魚類で見られた選択性の違いの要因として考えにく

い。従って，グランドロープの下方から抜ける傾向に種

・サイズによる相違があったと考えられる。このこと
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Fig．5　Selectivity　curves　with　test　net　for　the　selected　models，The　dotted　llne　shows　the　length　class　l　remaining　with　probability
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　　shows　that　only　groundrope　selectivity　influences　the　result。

を，グラソドロープに遭遇したときの行動や遊泳層の種

・サイズによる相違から以下のように考えた。

　底びき網漁業では，泥質の海底で操業する場合にグラ

ソドロープが泥の中に’沈まないように，直径が大きく比

重が小さいものを使用することがある。15）本研究におい

て，グランドロープの水中重量を変えずに太さを2倍
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にしたことにより，試験網のグランドロープが海底に接

する面積は広くなり，単位面積あたりの接地圧は低くな

る。従って，接近するグランドロープに対して，海底中

やグランドロープと海底との間に逃避しようとする行動

をとる生物は，グランドロープの接地圧が高い現用網に

より多く入網するであろう・これとは逆に，グランド

ロープを乗り越えようとする行動をとる生物は，グラン

ドロープの太さの違い，すなわち海底からの高さが入網

の成否を決定する可能性がある。

　ガンゾウビラメは全長階級が大きくなるに従って選択

率が高くなった（Fig．5）。木元ら30）は，全長20～30

mmのヒラメ稚魚に対する桁網の採集効率が低いことを

示し，その原因がグランドロープの接地不足のほかに，

ヒラメ稚魚の逃避行動を上回る曳網速力によりヒラメ稚

魚が海底に取り残される現象によると推察している。対

象にしている種やサイズが異なるが，本研究での曳網速

力は約3ノットであり，2ノヅト以下で曳網した木元

ら30）より速い。そのため，生物が海底に取り残される

現象がより生じやすかったと考える。これらのことか

ら，現用網に比べて接地圧が低い試験網のグランドロー

プは海底上のガンゾウビラメを取り残しやすく，また遊

泳能力の高い大型の個体でなければ太いグランドロープ

を乗り越えられなかったことからこのような選択性が得

られたと考えた。

　マトウダイの行動に関する知見は乏しく，両網の網口

でどのような漁獲過程が生じているかは不明である。た

だし，サイズが大きくなると選択率が1に近づくこと

から，小型個体より遊泳力があると考えられる大型個体

は海底から離れた状態でグランドロープの上方を通過し

て入網したと考えられる。

　一方，クロウシノシタ（Fig．5）と全長130mm以上

のアカシタビラメ（Fig．6）は，全長階級が大きくなる

1
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Fig．6　Selectivity　curve　with　test　net　for　the　selected

　model　for　red　tongue　soleの％ogJoss％3プo甥6万of　the

　size　that　is　not　aH〕ecte（1by　coden（i　selectivi砲　（＞130

　mmTL）．

に従って選択率が低くなった。Munro　and　Somerton19）

の報告では，且athead　soleπ吻oglossoぎ46s6」σs504伽に対

するグランドロープの選択率はサイズが大きくなるに従

って高くなり，ある体長階級でピークを迎えた後に低く

なった。この現象についてMunro　and　Somerton19）は，

はじめに選択率が高くなったのは大型個体ほど海底とグ

ランドロープとの隙間に逃げられずに駆集されやすくな

り，また，大型個体ほど遊泳力が高いため離底してグラ

ンドロープを乗りこえやすいためと考察した。その後に

選択率が低くなったメカニズムは不明としながらも，刺

激があったときに潜砂する性質のある魚類は遊泳力のあ

る個体（通常，大型個体）ほどグランドロープが通過す

るまでに潜砂できる可能性があると推察している。アカ

シタビラメは本研究の曳網実験時にベレーに刺さった状

態で漁獲される個体が多数見られたので，漁具に遭遇し

た際に下方に潜り込む行動をとる傾向が強いことが考え

られる。従って，グランドロープの前方でこの行動をと

ったアカシタビラメは潜砂してグランドロープをやり過

ごし，その傾向は大型個体ほど強いと考えられる。そし

て，現用網に比べて接地圧が低い試験網のグランドロー

プではより多くの個体がグランドロープの下方から逃げ

たと考えられる・クロウシノシタに対する選択性もアカ

シタビラメと同じような傾向を示したことから，クロウ

シノシタも接近するグラソドロープに対してアカシタビ

ラメと同様の行動を示す可能性がある。また，アカシタ

ビラメとクロウシノシタは主に大型個体が漁獲されたた

め，ガンゾウビラメで見られた，全長が大きくなるに従

って選択率が高くなる部分は見られなかったと考えた。

　ホゥボウでは，サイズ選択性がないとするモデルが採

択された。MainandSangter31）はトロール網のグラン

ドロープ前方を観察し，grey　gumard　E％ケ劇αg雛

％醐伽sが海底から1m以内で群になって逃避する様子

を報告した。このことからgrey　gumardの近縁種であ

るホウボウも，グランドロープに遭遇した際には海底か

ら離れて遊泳し，グランドロープの太さは選択性に影響

しなかったと考える。

　試験網に入網したゴミの総重量は現用網の約1／3で

あった（Table2）。泥質の海底ではグランドロープが泥

の中に入り込まないように直径を大きくして比重を小さ

くしたグランドロープが使用されることがある。15）おそ

らく，直径が大きく接地圧が低い試験網のグランドロー

プは，現用網のそれに比べて海底に沈み込む度合いが小

さく，その結果，海底上のゴミを掘り起こしにくかった

と考える。松下ら12）は，2階式コッドエンドによりゴミ

と漁獲物を異なる袋網に分離することで，上部袋網で漁

獲された生物の再放流の際の生残性の向上と漁獲物の品

質向上が期待できると報告した。グランドロープを太く

した場合にも，ゴミの総重量が減少したので，同様の効
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果が期待できる。

　以上のように，グラソドロープの太さを変えたことに

より，漁獲された種はサイズ選択性が認められた種とそ

うでない種に分けられ，さらに前者には全長が大きくな

るのに従って選択率が高くなる種と低くなる種が存在し

た。このような種やサイズごとに異なるグラソドロープ

の選択性を利用できれば，これまでの網口を通過してか

ら漁獲物を分離する方法に加えて，新たな混獲防除技術

を開発できる可能性がある。また，グランドロープを太

くすることによりゴミの量が減少したことから，再放流

魚の生残性向上や漁獲物の品質向上が期待できる。しか

し，本研究で得られたグランドロープの選択性は，グラ

ンドロープの接地圧と太さ（生物が乗り越えられる高さ）

がともに影響したと考えている。今後はこの2つの要

因を個別に検討し，混獲防除のために求められるグラソ

ドロープの構造を明らかにする必要がある。
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