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総説

まぐろ延縄漁業における混獲回避技術

清田雅史 a横田耕介b*

(2009年 11月 5B受付， 2010年 1月28B) 

樹水産総合研究センター遠洋水産研究所

Review of bycatch mitigation measures in tuna longline fishery 

MASASHI KIYOTAa AND KOSUKE YOKOTAb* 

National Research Institute 01 Far Seas Fisheries， Fisheries Research Agenり"Shimizu， Shizuoka 424-8633， 

Japaη 

This review classifies and explains the bycatch mitigation measures in tuna longline fishery based on their 

functional mechanism across bycatch species. 1n longline fishery bycatch mortality occurs through a common 

process that typically follows these stages: 1) fishing operations overlap with the distribution of non-target 

animals; 2) non-target丘nimalsperceive the baited hook (or・hookedfish) as food and approach it; 3) contact with 

the fishing gear; 4) become hooked or entangled; and 5) die. Mitigation measures block one or several stages of 

this proc巴ssto reduce the bycatch and resultant mortality by avoiding the spatio-temporal overlap (time and area 

closure， and modification of gear configuration and operational pattern)， by diminishing perception and attraction 

of baited hooks (night setting， offal control， and blue-dyed bait) ， by interrupting the physical contact between 

norトtargetanimals and fishing gear (bird-scaring line， line weighting， underwater and side setting， and deterrent 

methods using aversive stimuli)， by preventing hooking (hook and bait modification)， and by reducing post-hook-

ing mortality (safe release with rescue devices). Since there is no panacea for every occasion， combined use of 

complementary methods that fit the actual situation of fishing operation enhances the effectiveness of mitigation. 

The experience and innovation of fishermen are important in developing and improving the mitigation measures. 

キーワード:海亀類，海鳥類，田遊技術，偶発的捕獲，混獲，サメ類，食害，まぐろ延縄

森林伐採やオゾン層の破壊などが地球環境にもたらす

影響が明らかになるにつれ，希少生物の保護や生態系の

保全に対する一般の関心が高まりつつある。その一方

で， t世界的な人口増加や化石燃料の枯渇に備え，食糧生

産や代替エネルギ一生産の拡充も急務となっている。

21世紀の一次産業は資漉利用と環境保全の双方を支え

る基盤として，バランスの取れた機能が求められる。

漁業に関しても，水域生態系を適切に管理して後世ま

でその恩恵を受けられるようにする生態系アプローチの

重要性が指掃されている。1)生態系アプローチでは，漁

業以外の多様な価値観や社会的要求を考癒するととも

に，漁獲対象種以外の生物や環境への影響を配躍した管

理が求められる。漁業と生態系をめぐる問題のーっとし

て近年世界的に注目を集めているのが，混獲である。漁

獲対象ではない生物が漁獲されることを混獲 (bycatch)

もしくは偶発的捕獲Cincidentalcatch) と呼ぶ。ただ

い定義は定まっておらず，用語の意味や類義語の区別

は人によって異なる。例えばAlversonet al.2)は漁獲対
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象であるか否か，水揚げして商品として利用されるか否

か，の 2つの基準を組み合わせた定義を与え，漁獲対

象ではないが捕獲されるもの全体を混獲，混獲のうち利

用されるものを偶発的捕獲として区別した。しかし，海

鳥や海亀のように捕獲しても利用しないものを偶発的捕

獲と呼ぶ例も頻繁に見受けられる。また，漁獲対象種を

明確に設定しない漁業では AlversonらのIR分を適用し

にくいことから， Hal1 et al.3)は捕獲後の利用の有無だ

けに着目した定義を提唱した。 Hal1et al.の定義によれ

ば混獲は投棄と開義になる。本稿では混獲と偶発的捕獲

を厳密に区別せず，混獲の語を一貫して用いる。

混獲問題は様々な側面を含んでおり，論点は多般にわ

たる。混獲された生物を利用しないで投棄することは資

漉の浪費であり，環境汚損などの陪題も引き起こす。さ

らに混獲によって特定の生物が大幅に減少すると，生物

多様性が低下し，生態系の構造や機能に予期できない異

変が生じことも懸念される04)かつて 1980年代に公海

流し網漁業における海鳥類や海生晴乳類の混獲が国際間

題として国連に提訴され，混獲の影響や田避技術に関す

る十分な科学的検討を経ることなく，政治的判断のもと

に1991年に全面禁止に至った。このように混獲問題

は，環境保護間体による漁業排斥運動や漁業国批判のよ

うな政治的側面も含んでおり，適切に対処できない漁業

は大幅に活動を制限される恐れがある。これからの水産

業は，水産資源の持続的利用だけでなく，混獲等による

生態系への影響を適切に制御しうる生産技術を持たなけ

ればならない。

公海域では流し網漁業の禁止に続き，延縄漁業におけ

る大型海洋生物の混獲が問題とされている。 1990年代

には，南半球においてマゼランアイナメ Dissostichus

eleginoides等を対象とした底延縄漁業やミナミマグロ

Thunnus maccoyiiを対象とした浮延縄漁業における海

鳥類の混獲が漁業管理上の課題として国際的に議論され

た。5)21世紀に入ると混獲の適正な管理は，マグロ類の

地域漁業管理機関における主要な検討事項となり，対象

種も海鳥類に限らず海亀類，海生晴乳類やサメ類等まで

拡大している。こうした延縄混獲問題に対して，食糧の

持続的生産と環境保全の商閣の立場から陸連食糧農業機

関 (FAO)が取り組みに着手し，間際行動計画 (IPOA)

やガイドラインを策定して関係慢に対策の導入を促し

た。6，7)近年各水域の地域漁業管理機関では混獲を削減す

るため，拘束力を持った具体的な保存管理措置が定めら

れており 8ω10)我が閣でも閣内行動計画を定めて実施す

るとともに，法令等の整備による義務的措置の導入も進

められている。

このように国際漁業管理の場においては，延縄漁業に

おける混獲を削減するための対策が着実に進行してい

る。しかし，日本圏内に目を向けると，漁業者や加工流

通業者を含む漁業関係者を始め，一般の消費者にもこう

した状況が必ずしも理解されていない。環境への影響を

配慮した混獲への取り組みを社会的に定着させで漁業の

存続を図るためには，国内の漁業関係者から一般市民ま

で対策の必要性や解決の方策を広く知らしめることが急

務である。また今後は環境保全と安定操業の両立が多く

の漁業で必要となると予想され，延縄漁業において開発

された技術的知見は他の様々な漁業における環境対策を

検討する上で役立つものと思われる。

そこで本稿では，実用面での理解を深めることを白的

として，まぐろ延縄漁業における混獲田避技術を広く紹

介する。混獲呂避技術を混獲生物の種類別に紹介した総

説はいくつか発表されているが 11-14)擾数の混獲種を横

断的に取り扱った技術解説は例を見ない。混獲問題は急、

速に進展しており，今後は混獲回避技術の適用範囲を様

々な対象種や漁業種類に拡大していくことも重要であ

る。本レピューでは技術開発の過程を他の漁業に応用す

ることも念頭におき，田避技術の作用機構に基づいて各

技法を分類して説明する。複数の作用機構にまたがる技

法や，対象混獲種によって作用が異なる技法もいくつか

存在するが，特定の区分に分類した上で，原理，有効

性，留意点，問題点などについて説明を加える (Table

1)。本報が漁業現場における既往の技術の活用や改善

に役立ち，他の漁業種類において混獲匝避を考える際の

参考になれば幸いである。

混獲の発生状況と防止メカニズム

まぐろ延縄漁業の特性

延縄漁業は釣り漁業の一種であり，摂食反応、によって

受動的に漁獲が生じる。特定の釣餌に撰食反応、を示す魚

種のみが漁獲の対象となり，釣針の大きさに応じて一定

サイズ以下の小型魚を捕獲することがないため，漁獲対

象生物に対してある程度の選択性を有する漁法と考えら

れている。15-17)特にまぐろ延縄のような浮き延縄は，漁

具が海底に接触しないため底生生物群集の破壊や漁具流

出によるゴーストフィッシングの心配も少なく，漁獲物

を1僧体ずつ取り上げるため製品の品震にも鐙れ，環

境への負荷が比較的小さい優れた漁法と考えられてき

た。しかし，混獲による環境への影響を最小化するため

には，漁具や操業方法を改良し選択性のー膚の向上を図

らなければならない。

世界の大洋の熱帯域から亜寒帯域にわたる広い水域で

操業するまぐろ延縄漁業において，混獲が問題とされる

のは海鳥類，海亀類，サメ類，鯨類といった大型の海洋

動物である。これらの大型動物は，一般に長寿命で成長

が遅く繁殖率が低いといった特徴を持つことから，混獲

死亡による絶滅の恐れが懸念されている。18)しかし，実

際の生活史特性や個体群の大きさ，増減傾向は種によっ
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List of bycatch mitigation measures explained in this review Table 1 

Effi巴ctson non-target species 
Target process 

Functional mechanism Cetaceans 

night setting 
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Avoid th巴spatio-temporaloverlap of fishing gear and non-target species 

1. Restriction of主shingin areas and/or seasons in time and area closure 
which bycatch is likely to occur 

2. Avoiding hotspots where bycatch is most likely 
to occur 

3. Modification of gear configuration and opera-
tional pattern 

Diminish perception and attraction of baited hooks 

1. Line setting in the darlmess 

2. R巴ducingvisibility of the bait 

3. Managing offal discharge to reduce attraction to 
vessels 

4. Reducing attractiveness of the fishing gear artificial bait and lure 

Interrupt the contact of non-target species with fishing gear 

1. Physical deterr巴nt bird scaring line (tori-line) 

bait casting machine 

water-jet device 

line weighting 

fully-thawed bait 

underwater setting chute and fun-
nel 

side setting 

Specific methods 

hotspot warning 

Accelerating the sink rates of baited hooks 2 

optical deterrent 

acoustic deterrent 

electro-m丘gneticdeterr巴nt

chemical deterrent 

Prevent incidental hooking even if non-target animals contact baited hooks 

1. Hook modification circle hook 

2. Hook with accessory apparatus smart shield 

appendaged hook， tetra舗pins

disuse of squid bait 

Setting baited hooks directly underwater 
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3. Bait modification 

Reduce post hooking mortality 

1. Facilitating removal of fishing gear by rescue 
devic巴s

Facilitating line breaks 

O O O ムhoop net， dehooker， line cutter 

O 

Measures are c1assified according to the target process in the course of bycatch occurrence and their functional mechanisms. Their expected effectiveness 
on diぼerentuon-target species are indicated by symbols 
o proven to be effective 
ム notwell proven to be e丑fectiveor of complementary effect 

unlikely to be effective 
blank effectiveness undetennined 

disuse of wire leader 2. 

っている釣針のついた餌を海鳥類が食べようとしてヲiっ
掛かつてしまうのである。19)縄を引き上げる揚縄の際に

水面に浮上した餌と釣針に海鳥が掛かることもあるが，

投縄中に比べれば発生頻度は少ない。20，21)また，まくやろ

延縄漁業で使用される 3寸前後の釣針に掛かるのは大

型の海鳥に限られる。このため，主に混獲されるのは，

表層拾い食い食性の大型海鳥類であり，アホウドリ類や

大型ミズナギドリ類が多い (Fig.1) 0 22)このように，ま

ぐろ延縄漁業における海鳥類の混獲の多くは，漁船近く

て異なっており，混獲が個体群に及ぼす影響は一様では

ない。また，延縄漁業においてこれら大型動物の謹獲が

発生する機構も動物群ごとに異なった特徴をもっ。混獲

の発生機構を混獲生物の種類別に説明すると以下のよう

になる。

混獲の発生機構

最も特異的な混獲の発生機構を示すのは海鳥類であ

る。漁船が延縄を投入(投縄)する際に，海面付近を漂
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Fig. 1 Albatross巴staking fishing bait near the sea sur-
face behind a longline fishing vessel during line setting 
in the Southern Ocean. 

の海部付近に餌のついた釣針が存在する聞に発生するも

ので，混獲が発生しやすい状況が操業中の特定の時間的

空間的範閤に眼られる点に特徴がある。

これに対して，海亀類の混獲は一般に延縄漁具を敷設

した後，水中で発生する点で魚類の釣獲と共通してい

る。ただし，マグロ・カツオ類やカジキ類が高速で遊泳

しながら餌に食いつく時に釣針に掛かるのに対して，海

亀類は釣斜の前で静止し， くちばしでついばみながら餌

を飲み込むうちに針掛かりが生じる点が若干異なる。ま

た，釣針が体にヲ!っ掛かったり(すれ掛かり，ファウル

フッキング)，縄が体に絡まったりする現象も発生し，

クラゲ類を主食とするオサガメ Dermochelyscoriaceaで

はすれ掛かりが混獲の大半を占める。23)すれ掛かりや縄

絡まりは摂食活動だけでなく，海亀類が浮子などの浮遊

物に近づく習性とも関連していると考えられる。23.24)

サメ類は水揚げされる種も多く，特定の種のサメ類を

主対象とした延縄操業が行われることもあり，釣獲の発

生状況はマグロ・カツオ類やカジキ類と問様である。た

だし，歯が鋭いため釣充がナイロンモノフィラメントで

あればラインが切れやすい点が異なる。また，オナガザ

メ類は尾鰭で鰐生物を叩く習性があり，尾鰭に針掛かり

してその後縄に絡まることが多い。25)

オキゴンドウ Pseudorcacrassidensなどの歯鯨類はま

ぐろ延縄漁場にしばしば出没し，釣鰐ではなく漁獲物を

食べる食害をもたらす。歯鯨類は超音波鳴音を用いた音

響定位(エコーロケーション)能力が発達しており，金

属製の釣針を上手に避けて釣針に掛かった魚、の胴体のみ

を食べるため，鈴掛かりはごく稀にしか発生しない。こ

のため漁業者はむしろ食害防除対策を求めているが，食

害を防除できれば混獲削減にもつながる。漁獲物に対す

る食害はサメ類でも頻繁に発生する。13)

混獲の発生過程に沿った回避法の分類と解説

以上のように混獲が発生する機構は混獲生物の種類に

よって異なるものの，混獲から死亡に至る過程は共通し

ている。通常は，1)操業と混獲生物の分布が時空間的

に重複する;2)混獲生物が餌(釣餌もしくは漁獲物)

の存夜を知覚し接近する;3)漁具と接触する;4)釣針

に掛かる;5)死亡する，といった段階を経る。この一

連の過程の 1カ所(もしくは複数館所)を遮断するこ

とにより，混獲の発生を回避し混獲死亡を抑制すること

が可能である。混獲回避法の開発にあたっては，発生機

構や発生段階の違いを認識し，混獲生物の行動特性を考

慮した上で漁具や操業形態の修正を試みる方法が有効で

ある。そこで本稿では，上記の S段階に従ってまぐろ

延縄漁業の混獲回避技術を分類し説明を加える。

i毘獲生物と漁具の分布の重複を避ける方法 混獲生物

が漁具と遭遇しないように，混獲生物の生患場所を避け

て操業する方法である。大小様々な時空間スケールで操

業を制限する方法があるが，大規模な水域の閉鎖や長期

間の操業停止は漁業活動の縮小につながり，漁業者への

負担が大きい。混獲生物の分布特性や活動様式に関する

生態調査を通じて，細かい時空間スケールで重複を回避

できるようになれば，漁業への負担も軽減される。

1. 特定水域・季節での操業制限

混獲生物が主に分布する場所や季節での操業を制限も

しくは禁止する方法である。アホウドリ類や大型ミズナ

ギドリ類の分布域は，周年にわたって卓越風が吹く高緯

度水域(北半球では北緯 20度以北，南半球では南緯 30

度以南)に集中するため 26)各大洋において厳しい混獲

回避措置の導入が求められる水域は緯度によって規定さ

れている。有効な田避技術が未調発の場合には一時的に

禁漁区や禁漁期が設けられることもある。例えば，メカ

ジキXiphiasgladiusを対象として夜間表層に延縄を敷

設するハワイの浅縄漁業は，海亀類の混獲を避けるため

に2002年から 2年間禁漁となり，その間に回避技術が

開発されて操業を再開した。27)外洋性の海鳥類，海亀

類，サメ類などは高度田遊性動物であり生息域は広範屈

にわたるため，生息域全体において操業を制限すること

は漁業の排除につながり，漁業と混獲生物の共存のため

の本質的な解決策にはならない。

2. 混獲生物の重要な生患域を避ける方法

混獲生物が生息域を利用する特性を踏まえた上で，撰

食活動が集中的に起こる場所や繁殖個体が集中する場所

など重要な生患域を避けて操業する方法である。

Howell et al.28)は混獲発生状況や衛星追跡から，ハワイ
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潤辺の浅縄操業合 18SC等水温線以南に制限するのが

アカウミガメ Carettacarett，αの混獲を呂避する上で有効

であることを確認し，混獲の発生しやすい場所のマップ

を漁業者に速報として配信することにより混獲回避の実

績を上げている。同様の予報システムは北西太平洋でも

試みられている。29)この方法は，餌を食べようとして釣

針に掛かる混獲に限らず，漁具への絡まりや，食害など

への対処においても，混獲生物と漁具の遭遇を回避でき

る可能性を持つ。しかし，混獲生物にとって重要な摂食

場所は餌生物が豊富な好漁場である場合も多く，そこで

の操業を漁業者が自発的に回避するためには何らかの動

機付けが必要となる。ハワイのメカジキ延縄漁業の場合

には年間混獲許容枠が設定されており，枠を超過して操

業停止にならないためにも漁業者は混獲を回避している。

3. 漁具仕立ての制限や操業の変更

混獲生物の摂食活動が特定の水深帯や時間帯に集中す

る額向がある場合に，その集中帯を避けて漁具を敷設す

A. Standard tuna longline gear 

B， Deep setting with long f10at lines and without marginal branch lines 

marginal 

//;:;誌に;¥、

C， Deep setting with the mid句water時oatsystem 

0， Deep setting with Beverly's method 

Fig. 2 Standard configuration of one basket of tuna lorト

gline fishing gear (A) and three methods of deep set-

ting for・reducingsea turtle bycatch in the upper water 

column (B-D) ， 

ることにより混獲を回避する方法である。海亀類の多く

は表層から 100m以浅で摂食することが知られてお

り，浅い層を避けて釣針を敷設する方法が有効であ

る。30)1鉢の校縄のうち浮縄に近い河端の校縄を外す方

法，浮縄を長くする方法，浮縄の脇に錘を取り付けて深

く沈める方法 31)通常の浮子の他に中層で静止する浮子

を追加することにより特定の水深帯に釣針を敷設する中

立ブイ法 (mid蜘waterfloat system) 32)などが考案されて

いる (Fig.2)。試験段踏のものも多く，漁具の取り回

しゃ漁獲対象魚犠の釣獲率への影響など実用化に向けて

検討の余地がある。また，海亀類は特定の時間帯に摂食

活動を行う傾向があり，その時間帯を避けることで混獲

を削減できる可能性がある。33)

鎮のついた釣針の認識や誘閣を防止する方法漁具と

混獲生物の分布が時空間的に重複しても，混獲生物が釣

餌の存在を認識して接近することのないよう，知覚誘因

刺激を抑制しながら操業することで混獲を回避する方法

である。

1. 夜間投縄 Cnightsetting) 

投縄を夜間の暗い時間帯に行うことで海鳥類の混獲を

回避する方法である。表層拾い食い食性の海鳥類が主に

昼間視覚に頼って食物を探す習性を利用しており，多く

の水域で有効性が確認されている。34，35)しかしミズナギ

ドリ類の中には夜間槙極的に摂食活動を行う種類もあ

り，そのような種類が卓越する水域では有効ではない。

真っ暗にならない満月の夜や高緯度水域での白夜の時期

にも効果が薄れる。35)夜間投縄が十分な効果を発揮する

ためには，投縄時の船の照明を最小限にしなければなら

ず，漁務作業の安全性を確保しつつ混獲回避効果を高め

る工夫が必要となる。

2. 青急餌 Cblue-dyedbait) 

青色に着色した釣餌を使うことで海鳥類の混獲を回避

する方法である。表層拾い食い食性の大型海鳥類は主に

視覚を使って餌を探索するため，育く着色することで空

中からの餌の視認性を低下させ摂食行動が起こらないよ

うにするものである。実際に延縄操業において海鳥類の

混獲を削減する効果が確認されている。36)人体や環境に

対する悪影響を避けるため，着色には食用色素が用いら

れる。その後の研究により視覚だけでなく唆覚に対する

効果も示唆されている。37)一方，海亀類は実験水槽内で

は着色された餌を避ける傾向を示すが，漁獲試験では着

色餌による明確な混獲罰避効果は確認されていな

い。38，39)また，漁獲対象種に対する釣獲率の低下が懸念

されるが，もともと餌の着色はカジキ類の釣獲率を改善

するために使われていたものであり，顕著な低下傾向は
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報告されていない。39，40)最大の問題は着色の手間とコス

トである。船上で着色するためには投縄前に餌を 20分

ほど着色液に援す作業が必要となる。予め着色された凍

結餌を用いれば手間は省けるものの餌のコスト増は避け

られず，さらに餌の鮮度が見分けにくくなることを漁業

者が嫌う場合もある。

3. 残j宰の管理 (offalcontroI) 

使用済みの釣餌や魚の内臓などを投棄すると，海鳥が

漁船の周りに集まって来て活発に食べる。このような状

態で投縄作業を行うと混獲が発生しやすくなる。そこ

で，投縄中の残浮の投棄を制眼することにより，海鳥の

群れが操業中の船の回りに集まるのを避け，摂食行動を

誘発させないようにする方法である。41)また，海鳥の群

れが投縄中の船について盛んに釣り餌をねらっている時

に，凍結した魚屑の留まりを投棄して海鳥の注意をそら

す形で用いられることもある。この方法だけで海鳥の混

獲を削減することはできないが，他の方法と組み合わせ

ることで回避効果を助長する作用が期待される。

4. 疑似餌や発光装置

上記以外にも誘西性や摂食行動の抑制を目的とした方

法が試みられている。人工餌・疑似餌は混獲生物の摂食

行動を抑制する作用をもっ可能性があるが，十分な試験

結果は報告されておらず，漁獲対象種の釣獲率を低下さ

せることなく混獲削減効果をもっ方法として縫立されて

いない。11，13，21)また，日本ではあまり箆周されていない

が，メカジキを対象として夜間操業を行う他国漁船で

は，化学発光性のライトスティック(lightstic1王)や電

池式のLEDライトなどの発光装置を釣針に付けること

が多しこれが海亀類に対して誘因効果を持ち混獲を増

やす危険性が指摘されている。42，43)しかし，飼育実験に

よれば光の波長や海亀の種類によって反応は異なり，特

定の波長を用いることで場合によっては海亀が漁具を囲

避する可能性も示唆されている。44，45)発光方向を下方向

のみに制限した LEDライトを用い校縄や金具に塗装を

施すことにより海亀から発見されにくくする漁具も考案

されている。46)現時点では，こうした発光装震の誘閤効

果や混獲回避効果について結論を下せるだけの情報は得

られていない。

混獲生物の漁具への接触を妨害する方法混獲生物が

漁具の存在に気づいても釣餌と釣針に接触できないよ

う，物理的な障害や忌避刺激を用いて接近を防止する方

法である。

1. 物理的な追い払い

主に海鳥類に対して使われるもので，海面付近を漂う

餌のついた釣針に海鳥が接近できないように障害物を置

くことによって釣針との接触を前止する方法である。ア

ホウドリ類は細長い翼をもち，滑朔飛行は得意であるが

空中での静止(ホパリング)や細かい方向転換が苦手で

あることから，釣針が漂う海面の上に障害物を設置する

ことによって着水と鰐取りを妨げることが可能である。

鳥よけライン (bird-scaringline， tori-line， tori-pole 

streamer)は，船尾に取り付けた鉄製や FRP製の支柱

の先から吹き流しのついたラインを曳航するものである

(Fig.3)。投入された釣針の上にラインを設霞すると，

海鳥類の釣餌への接近，着水，潜水を妨げる効果を発揮

する。この方法は海鳥による釣餌の損失を防ぐために臼

本のまぐろ延縄漁業者が自発的に開発したもので，その

後歌界的に広まった。47)比較的安価で実用性にも優れて

おり，多くの地域漁業管理機関で使用が奨励されてい

る。8，10)ラインの長さは数 10mから 200m以上まで様

々であるが，一般的には長い方が混獲回避効果が高い。

空中に露出している部分には海鳥の飛来を妨げるのれん

状の下垂物や，ひらひら動いて威嚇する梱包バンドや光

沢テープなどのおどし(吹き流し，鳥おどし)を取り付

ける。空中露出部が長い方が有効であり，ラインの取り

付け位置が低かったり，投縄船速が低い場合には，吹き

流しを軽量化したりライン末端に曳航体を取り付けるこ

とによって空中露出部を拡張可能である。

この方法の欠点は，使用するラインやおどしの形状

や，ラインと釣針着水地点の関係などの使用条件によっ

て効果が変動することである。風や波浪に応じてボール

の張り出し角度を調節すること，餌がラインの下で着水

するように自動投餌器 (baitcasting machine)を調整

すること，など現場の状況に応じた工夫によって効果を

保つことができる。油圧や電動モーターを利用した支柱

の角度調節機構や，ライン巻き取り装震は，調整を容易

にし，使い勝手を改善するのに役立つ。一方，飛期の巧

轍性や潜水能力に優れる小型のミズナギドリ類が多数飛

来して釣餌を水聞に引き上げ，それを大型のアホウドリ

類が摂食する状況では鳥よけラインは効果を発揮しにく

く，幹縄の両側にラインを 2本曳航したり，他の方法

と組み合わせたりするなどの強化策が必要となる。ま

た，使用する吹き流しゃ曳航体によっては漁具に絡まる

ことがあり，投縄中何らかの理由により船が後退する必

要が生じた場合に鳥よけラインが船のプロペラに絡まる

恐れもある。こうした開題点は現場の部意工夫によって

ある程度解消できるが，さらに装置を改善する余地もあ

る。

放水装量 (water作tsystem)は鳥よけラインの代わ

りに，高圧ポンプと放水ノズ、ルを使って消妨王手のように

海水を放出し，海面付近を漂う餌の付いた釣針に海鳥が

近づかないようにする方法である。漁具やプロペラに絡

まることがなく，ポンプのスイッチ操作だけで使用でき
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Conventional stern setting 

、!

Bird-scaring line (Tori-line) 

" 
tt 

Seabirds are atlracted to the baited 
，/ hooks drifting near the se昌 surface

(\~ア;
、とφ火山

¥T、...，f' i Main tori-line and streamers 
¥Y ，/ are set above the baited 

n ーで/ ノ hooks so that seabirds cannot 
〆 makecontact with the bait 

streamers 

main tori-lineノ

Fig. 3 Diagrams showing conventional stern setting of a pelagic longline vessel with several seabirds attracted to the baited hooks 
near the sea surface (upper)， and lin巴 settingwith a bird-scaring line to avoid seabird bycatch (bird冊scaring，lower). 

る点では鳥よけラインよりも優れているが，風の影響を

受けやすく，有効範閤を拡大するためには大型のポンプ

が必要となる。

2. 釣針沈降速度の改善

餌の付いた釣針を水中に投入後早く沈めることによ

り，海鳥類の混獲を回避する方法である。表層拾い食い

食伎のアホウドリ類，ミズナギドリ類の潜水能力が一般

に乏しいことを利用している。48)底延縄では幹縄に重い

錘を付けたり，幹縄自身を重くする方法が用いられてい

るが 49)校縄が長い浮き延縄では幹縄へ加重しでも校縄

末端にある釣針の着水直後の初期沈降速度を改善する効

果は現れないため，枝縄を加重する方法(加重枝縄，

weighted branch line) が用いられる。50)校縄に錘や鉛

入り撚り演しを付ける方法が一般的であり，釣針に近い

末端部分に取り付けるほど沈降速度が大きくなることが

知られている。51)地域漁業管理機関における保存管環措

置でも，校縄に錘を付ける場合には，釣針からの距離が

Fig. 4 Parts of longline fishing gear designed to increase 
the weight of branch lines (left two， weighted swivels; 
center， nylon monofilament braided with lead weights; 
right， nylon cord with lead core). 
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離れるほど重いものを使うよう指定されている。8，10)加

重校縄の最大の問題点は操業の安全性である。揚縄中に

校縄に張力が掛かった状態で漁獲物から釣針が外れる

と，釣針と錘が揚縄作業員に向かつて飛んで来て怪我を

する恐れがある。錘のように特定の積所を重くするので

はなく，鉛入りナイロンコードなどを用いて中継ぎ部分

を全体的に重くする方法なども検討されている (Fig.

4) 0 52) 

また，凍結状態の鋳は浮力を持ち釣針沈降速度を低下

させる作用を持つため，餌を十分解凍して使うこと(解

凍鰐， fully-thawed bait)は沈降速度の改善に役立つ。53)

幹縄の繰り出し装置(投縄装霞，ラインシューター，

line shooter)の使用は，特に荒天時に船の揺動によっ

て幹縄がピンと張り校縄が号|っ張り上げられる作用を防

ぐことにより，沈蜂速度の改善に役立つと言われている

が，実際の効果は十分確認されていない。自動投餌器を

用いて船尾のプロペラ後流による吹き上げを避けて釣針

を投入することにより，初期沈降速度をある程度改善で

きる。自動投鰐器と潟よけラインを組み合わせ，鳥よけ

ラインの影響下にありプロペラ後流の影響を受けにくい

場所に釣針を着水させることは，沈蜂速度改善と物理的

Underwater setting 

Side setting 

of a fishing vessel. 

な追い払いの双方の面で効果が期待できる。

3. 水中投縄 (underwatersetting) 

まぐろ延縄では，校縄を手で，もしくは自動投餌器を

用いて空中に放り投げ，餌のついた釣針ーは着水後に沈降

し始める。水中投縄は最初から釣針と枝縄を水中に投入

することで海鳥の混獲を匝避する方法である。沈降の妨

げになる海面と餌の衝突が起こらないので初期沈降が円

滑に始まり，餌が海鳥の闘に触れにくくなる。釣針があ

る程度の水深から沈蜂を開始すること，プロペラ後流の

影響を受けにくいことも釣針沈降速度の改養に役立つ。

底延縄では幹縄と校縄を一緒に水中に送り出すダクト

型(ファンネjレ型)の水中投縄装置が実用化されてい

る。54，55)しかし，まぐろ延縄の枝縄は一般に長く複雑な

構造をしているためダクト型は適さない。校縄米端部の

みを水中に送り込む装置が考案されているが，実用的な

器具はまだ開発されていない。シュート型装置は，スリ

ットの入った、漏斗っきパイプに校縄の末端を入れ，水流

によって送り出す装置であるが 56，57)機械強度が十分で

はなく，迅速な投縄作業には対誌できないといった問題

がある (Fig.5)。カプセル型装置は，餌のついた釣針

Baited hooks and branch lines are 
/' slipped into the water through an 

k¥incised funnel and pipe 

. 、

Fig. 5 Diagrams showing two modified line setting methods for reducing seabird bycatch (upper， underwater・settingchut巴;lower，
side setting) . 
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をカプセルに入れ，モーター駆動で水中に送り込むもの

だが，構造が複雑で故障しやすく実用的ではない。21)水

中投縄装置は原理的には高い海鳥混獲回避効果が期待さ

れるが，実用化するためには漁具や船体の構造を含めた

多くの改善が必要である。

4. 舷側投縄 (sidesetting) 

従来のまぐろ延縄船が船尾から後方に向かつて投縄す

るのに対し，舷側投縄は舷側から幹縄と校縄を投入する

方法で，海鳥類に対して混獲回避効果がある (Fig.5)。

海鳥類は舷側のすぐ近くには飛来しにくく，舷側から投

入した枝縄はプロペラ後流の影響をあまり受けずスムー

ズに沈降することから，物理的な隔離と沈降速度の改善

作用によって海鳥の混獲を回避できると考えられる047)

舷側のなかでも船尾付近には鳥が集まりやすいことか

ら，船尾から横に張り出したポールに縄のれんのような

ロープを取り付けた装置(鳥よけ力一テン， bird cur-

tain) を併用することが推奨されている。船首側甲板か

ら舷側投縄を行えば，投縄と揚縄の両方を船首側甲板で

行うことになり，漁具や鰐を運ぶ手間が省け漁勝作業の

軽減にもつながる。この方法はハワイやフロリダ周辺の

海況が比較的穏やかな水域で操業する小型はえ縄船で考

案された方法であるが 58) 日本の延縄船で実際に運用す

るに当たっては，船体や設備の改造コスト，漁具のプロ

ペラへの絡まり防止対策，荒天時の操業の安全性など，

克服すべき課題が残されている。

5. 忌避刺激を用いた追い払い

混獲生物が恵、避する知覚刺激を釣針の近くで発するこ

とにより，釣金|への接触を妨止する方法である。光，

，磁気，電気，化学刺激などが今までに試みられてき

た。有害で病的な悪影響を及ぼす刺激は用いるべきでは

ないが，無害な刺激を繰り返し使用すると混獲生物がそ

の刺激に慣れるだけでなく，釣餌や漁獲物の存在と組み

合わせて学習することで予想外の逆効果をもたらす恐れ

もある。こうした学習効果を避けるためには，閉じ刺激

の繰り返しを避け，毘獲生物に釣餌や漁獲物を食べさせ

ない他の回避法と組み合わせて使うべきである。

海鳥類では，閃光，レーザー光などの光刺激，爆音や

捕食動物の発する音の再生などの音響刺激安使って，投

縄中の船尾から為を追い払う方法が試みられてきた。21)

一部のものは短期的には効果があるものの，使い続ける

うちに鳥が慎れて効果が消失する。

水中で超音波を発する装置が流し網漁業における歯鯨

類の混獲防止な罰的として市販されているが 59)延縄漁

業における効果は十分に確認されていない。一定の超音

波信号を発する装置は，有害でないことを鯨類が学習す

ると逆に鰐や漁獲物の存在を知らせる合図となり得るの

で，慎重に使用すべきである。歯鯨類に対しては，校縄

末端部に食筈防止ネットを取り付ける方法60)釣針の近

くに金属性のワイヤーや中空金属球を取り付けてエコー

ロケーション感覚を狂わせる受動的な方法も考案されて

いるが，試験的な段階であり実用化には至っていない。

サメ類は電気や磁気を知覚する特別な受容器(ロレン

チ一二器官)を持っており，電気や磁気に敏感に反応す

る061)電気刺激を使って溝水作業員に対するサメ類の攻

撃を防止する装置は既に実用化されており 62)まぐろ延

縄漁業におけるサメ類の混獲回避に応用できる可能性も

あるが，海水は電気伝導度が高く拡範囲に有効な電場を

作るのは国難である。ランタノイド類などの放電性希土

金属の小塊を餌の近くに取り付けると，餌を食べようと

した瞬間にサメが忌避反応を示すことが観祭されてお

り 63.64)希土金属類が作り出す独特の単様電場によって

サメがショックを受けるのではないかと考えられてい

る。65)ただしこの方法は希土金属の加工が難しく，コス

トが非常に高い消耗品であり，実帰国で問題がある。釣

針に高性能磁石を取り付ける方法も試されており，飼育

下ではサメ類の行動に変化が認められるが，現場におけ

る混獲田避効果は十分確認されていない066)

嘆覚や味覚など化学受容器に作用する忌避物質につい

ても，様々な実験が行われている。サメ類では嘆覚も発

達しており，電気刺激より長距離の知覚に用いられてい

る。サメ類はある種の化学物質に対して忌避反応を示

し 67)サメよけとして市販されている商品もあるが，治

耗品であり延縄漁業の釣針に取り付けるのは経費面の問

題がある。海亀類では飼育実験を通じて，酪襲安，塩酸キ

ニーネなどの化学物質や，ワサゼ，唐辛子，人工苦味料

などが試験されているが，明確な回避効果は確認されて

いない。68)海鳥類では，投縄中に船尾からサメの肝油を

散布することによって，海鳥の飛来数や溝水行動が減る

ことが報告されている。69)

接触しでも針掛かりが起こらないようにする方法餌

のついた釣針に混獲生物が接触し，接食行動を示しても

Fig. 6 Fishing hooks used in pelagic longline fish巴ry
(left， circle hook; middle， Japanese tuna hook; right， J 
hook) . 
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針掛、かりが起こらないように漁具を修正する方法であ

る。漁獲対象生物の釣獲さ容を損なうことなく混獲生物の

釣獲を回避することが理想、であるが，針掛かりした混獲

生物に致命的な損傷を与えず生きたまま放流することで

も混獲死亡の削減効果は期待できる。しかし，釣鰐だけ

を食べて安全に逃げられることを混獲生物が学習する

と，混獲回避効果が薄れ餌の損失が起こりやすくなる恐

れもある。

1. 釣針の形状変更 (hookrnodification) 

混獲生物が釣針に掛かりにくくなるよう釣針形状を変

更する方法として，釣針の先端を内側に向けたサーク)1..-

フック(ねむり釣針， circle hook)が各地で試験されて

いる (Fig.6)。海亀類の針掛かり，針の呑み込みゃ体

外へのすれ掛かりを低下させる効果があることが報告さ

れている。23)しかし調査によっては，混獲生物の釣獲率

や呑み込み率に関して必ずしも一貫した結果が得られて

いない。これはサークルフックといっても様々な形状や

サイズのものがあること 70)海亀類の種類や大きさと釣

針の関係によって効果にばらつきが生じることが原因と

考えられる。

また，漁獲対象種の釣獲率に関する効果も調査によっ

て必ずしも向ーではないが，一殺に;魚でも口掛かりが増

え揚縄時に生きている率が高くなり，魚種によっては釣

獲率も改善される。サークルフックにおけるマグロ類の

釣獲率は，通常のまぐろ釣針や J字型の釣針(Jhook)

に北べて大きくは変わらない，もしくは高くなるという

報告が多い。71-73)一方，カジキ類の釣獲率は，若手低下

する傾向がいくつかの報告で示されている。72，73)これ

は，カジキ類の上口蓋がマグロ類よりも硬く，顎に針掛

かりしづらいためと考えられる。サメ類に関しては，

サークjレフック自体による釣獲率への影響は少ない。74)

ただし，口掛かりが増えることから，サメ類の鋭い歯に

よってナイロン釣冗が噛み切られる頻度が減り，結果と

して釣獲率が高くなる可能性はある。74)実際に，ナイロ

ン釣元を用いた調査結果において，サークルフックの釣

獲率が高くなったという報告もある023)また，サークル

フックの海鳥類に対する効果は確認されていない。

サークルフックの針先は内側に向いているため，餌を

つける作業がやりにくいことが欠点として挙げられる。

その点、を改善するために針先の左右方向のひねり(オフ

セット)を大きくつけると，海亀に対する混獲E避効果

も薄れる可能性が高いと考えられている。70)

2. 釣針に付属物を取り付ける方法

釣針に突起物やカバーを取り付けることにより，混獲

生物の針掛かりや針呑み込みを抑制する方法である。

スマー卜シールド (smartshield)は，海鳥や海亀の

Fig. 7 Hooks with accessory apparatus to prevent in-
cidental hooking and hook ingestion of s巴aturtles 
Oeft， tetra-pins; right， appendaged hook). 

混獲を閤避するために針先先端を保護する金具(シール

ド)をピンで取り付けたもので，投縄後しばらくすると

ピンが溶解しシールドが外れ通常の釣獲を行えるように

なる。11)まだアイディア段階であり，シールドやピンと

いった消耗品を大量に必要とすること，投縄作業が複雑

になること，などの問題を含んでいる。

釣針に突起物を取り付けることで，海亀懇の針掛かり

や針の呑み込みを防止するものとして，アペンデージフ

ック (appendagedhook)やテトラピン (tetra-pins)

などが考案されている (Fig.7)。大きな突起物を取り

付けると混獲生物の針掛かりや針の呑み込みは少なくな

るが，漁獲対象種の釣獲率や作業性，安全性への影響と

併せて検討する必要がある。

3. 銅の変更 (baitrnodification) 

釣針に取り付ける餌宏変更することにより混獲を回避

する方法である。海亀に対してはイカな餌として使わな

いことが混獲を大幅に削減することが知られてい

る023139)この作用には海亀の食物選択性ではなく，魚

とイカの肉質の違いが関与する。海亀は餌の前で

て餌を食べるが，餌が魚であればくちばしで噛む聞に身

崩れし針が餌から外れやすいのに対し，イカは柔軟で食

いちぎりにくいことから，丸ごと飲み込むので針掛かり

しやすいのである。

漁獲対象種の釣獲率に関しては，種によっては餌種類

が影響する可能性はあるが明確ではない。サメでは，魚

餌に比べてイカ餌における釣獲率が高くなるという報告

もある。お，27)

針掛かり後の死亡を低減する方法混獲された生物を

生きたまま船上に回収できるのであれば，しかるべき救

護処置を施して放流することにより死亡を回避し，個体

群に悪影響を及ぼさずに済む。海鳥類，海亀類，サメ類

などいずれの生物にも有効である(ただし海鳥類の場

合，生きて揚収されるのは揚げ縄時に混獲される個体に
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Fig.8 Rescue d巴vicesfor removing longline fishing gear 
from hooked and entangled animals (upper three， de-
hookers; bottom two， line cutters). 

限られ比較的少ない)。

海亀類は大型で扱いにくいため，傷を付けずに船上に

揚収するためのたも網や，釣針を外す器具

(dehooker) ，揚収できない大型個体や縄絡みした僧体

に対して釣元を切るラインカッター (linecutter)など

の各種レスキュー器具の装備と使用が奨励されている

(Fig.8)。生きて混獲された動物の取り扱いや，レスキ

ュー器具の使用法を図説したマニュアルの配布も有効で

ある。針を呑み込んでいる時には無理して釣針を外さ

ず，釣元を短く切って放流する方がむしろ好ましい。

サメ類でも釣元を切って放流する方法は混獲死亡を回

避するのに有効である。さらにナイロンモノフィラメン

トを使えば，サメの鋭い歯によって釣元が切れ逃げやす

くなる。このため，ナイロンモノフィラメントの使用を

推奨し，ワイヤー釣元を禁止している延縄漁業もあ

る。75)

まとめ

以上のようにまぐろ延縄漁業における混獲を回避する

ために，様々な回避法が考案されているが，単一の方法

で混獲を完全に回避することは国難である。漁業現場の

状況に応じて麗数の方法令組み合わせ適切に使用するこ

とにより，全体として高い混獲削減効果をあげることが

可能となる。混獲の発生状況は水域・季節とそれに関連

した生物相や気象条件，船の大きさ，漁具，操業形態、な

ど様々な要因によって異なる。このため地域漁業管理機

関の混獲保存管理措置は，いくつかの選択技の中から擾

数の毘避法を選んで併用する方式を採用していることが

多い。則的残浮管理や解凍餌，自動投餌機の使用などの

補助的手法は，単体では十分な効果を持たなくても，そ

の他の手法と組み合わせることによって回避効果を増強

する作用を持つ。しかし，正しく使用すれば聞避効果を

発揮する方法であっても，使い方や仕様が異なれば効果

を発揮しないことも多い。使用条件が不明確であれば，

遵守状況の確認が困難であるという理由で地域漁業管理

機関の保存管理措置として採用されない場合もある。こ

のため，漁業や水域のJ持性を考慮しつつ，効果の高い標

準的な仕様を明確化する努力も重要である。

現場で漁業者が使用できる選択肢を広げるためには，

多数の混獲回避法を開発することが望ましい。回避技術

の開発には，他の漁業や別の産業において利用されてい

る技術の応用が役立つ場合がある。混獲回避が求められ

る生物や漁業種類は拡大の一途にあり，積極的に他業種

との情報交換や連携協力を進めるべきであろう。実際，

超音波信号を使った鯨類の混獲閏避装置は流し網で開発

された技術であり，光や音響刺激を用いた鳥よけは農場

における鳥害防除や原油流失現場等の危険簡所から鳥を

追い払う方法として使用されている。76.77)逆に臼本のま

ぐろ延縄漁業者が開発した鳥よけラインは，底延縄漁業

やトロール漁業にも応用されている。78.79)このように他

業種で開発された技術を転用する際には，あらかじめ混

獲生物と漁業の特性を理解し，その技術が漁具と生物の

どのような関係に作用するものであるか認識することが

重要である。

生物側から~ると，釣餌や漁獲物を食べようとして漁

船や漁兵に接近することによって混獲されやすい状況が

発生する。混獲生物が漁具や漁船から食物を得られるこ

とを一旦学習すると，凹避は困難になる。このため，混

獲由避措置の導入にあたっては混獲生物と釣餌の遭遇と

接触合避ける最初の 3段階の回避法(混獲生物と漁具

の分布の重譲を避ける方法，漁具への接触を妨害する方

法，餌のついた釣針の認識や誘因を防止する方法)を優

先して使用し，それでも発生する混獲死亡を抑制するた

めに後の 2つの呂避法(接触しても針掛かりが起こら

ないようにする方法，針掛かり後の死亡を低減する方

法)を組み合わせるのが望ましい (Table1)。特に光や

音響などの忌避刺激を用いる場合には，居、避刺激と食物

摂取との聞に正の条件付け(居、避刺激が釣餌や漁獲物の

存在を知らせる学習効果)が成立しないよう注意が必要

である。

混獲回避技術は漁業現場で使用され混獲削減効果を発

揮してこそ意味があり，実際に技術を利用する漁業者の

意見を尊重しつつ現場での創意工夫を促すことが大切で

ある。しかし，漁業者は経済競争のもとで操業してお

り，いくら効果があっても莫大なコストや労力を要する

方法は普及しにくい。例えば，大規模な船体改造や大型

機械の新規導入を要する方法は，どの船でもすぐに受け

入れられる訳ではない。遠洋まぐろ延縄船は長期間寄港

せず洋上で操業を続けるため，大量の消耗品を必要とす

る方法も継続的に使用するのは難しい。漁獲対象種の釣

獲率を大幅に損なう方法も生産性の簡で問題がある。逆

に，かつて漁業者が餌の損失を防ぐため自主的に鳥よけ

ラインを開発したように，混獲を回避することが釣獲率

の改善や漁獲物の付加価値向上につながれば，漁業者も
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率先して混獲回避技術を導入するであろう。そうした意

味では，漁業者が混獲回避の必要性や効果を十分理解す

るよう，啓発普及に努めることが重要である。また，混

獲回避や資源の有効利用など真剣に取り組んでいる優良

漁業者とそうでない漁業者を識別し，消費者が環境への

影響に配慮した優良漁業者からの生産物を積極的に利用

できるようにするための，加工流通段階における意識の

改革や市民教育も必要であろう。環境調和型の持続的漁

業生産を実現するために，社会経済要因まで取り込んだ

包括的な取り組みが求められている。
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まぐろ延縄漁業における混獲回避技術(総説)

{育問雅史，横田耕介(水研セ遠洋水研)

まぐろ延縄漁業におげるサメ，海鳥，海亀等の混獲回避技術

を作用機構に基づき分類・解説する。延縄漁業において非漁獲

対象生物が混獲され死亡に至る過程は共通しており，通常は

1)漁業と混獲生物の時空間的分布が重複する;2)混獲生物が

釣餌もしくは漁獲物の存在を知覚し接近する;3)漁具と接触

する;4)釣童|に掛かるか漁具に絡まる;5)死亡する，という

段階を経る。種々の回避技術は，この一連の過程を遮断するこ

とによって混獲生物と漁具の干渉を回避し，死亡を抑制するも

のであり，複数の方法の併用によって効果が高まる。

日水誌， 76 (3)， 348-361 (2010) 

北海道東部太平洋域におけるトドハダカ DiαrphllSthetaの音

響生物量推定

安間洋樹，宮下手口土(北大フィールド科セ)， 

大島達樹(水研セ開発セ)，

本田 聡(水研セ中央水研)，青木一郎(東大院皮)

北海道東部太平洋海域において， 2000年冬期に計設魚群探

知機により得られた音響データを用い， トドハダカ Diaβhus

thetaの昼夜のエコーグラム観察とバイオマスの推定を行っ

た。日中， トドハダカによる魚群反応は，水深 300m以上の

陸棚縁辺付近で出現し，深度 250m以深で明瞭な帯状を呈し

ていた。一方夜間においては，魚、群は鉛直的に分数し， 50m 

以浅の表層域まで達していた。調査海域 (2，083km2) におけ

る平均窃度は 17.3g!m2，総バイオマスは約 3.6万トンと推定

された。 日水誌， 76 (3)， 362-369 (2010) 

河川放流した養殖アマコo成熟親魚、の産卵床立地条件と卵の発限

率

f忠原哲也，岸大弼，原 徹，熊崎博 (1岐阜河環研)

成熟したアマコ+親魚を河111に放流し，自発産卵させることによ

る増殖手法(親魚放流)の可能性を検討した。放流俗体は産卵

行動を行い，形成された産卵床の立地条件(河床形態，水深，

流速， ~楽サイズ組成)は既往の野生個体のものとほぼ同様であ

り，放流個体が正常に産卵できることが示唆された。また，発

限率は平均 90.6%と良好であった。親魚放流は，発限卵放流

で問題になっている卵埋設場所選定の際の人的過誤を回避する

ことができるため有用であると考えられた。

日水~， 76(3)，370-374 (2010) 

紅藻スサビノリの光合成色素と葉緑体微細構造における栄養欠

乏応答

楠木知伎(北大院水)，村上明男(神大内海域セ)， 

加藤敏朗(新日銭先端研)，嵯峨直佼(北大院水)， 

本村泰三(北大フィールド科セ)

スサピノリの「色落ちJの実態を解明するため，顕微分光分

析と電子顕微鏡観察を行った。窒素，リン，鉄を除いた培地で

色落ちさせた藻体について光合成色素量と葉緑体微細構造の変

化を解析した。光合成色素(クロロフィルとフィコビリン)の

減少は，欠乏させた栄養素ごとに異なるパターンを示した。色

素含量の低下に伴い，葉緑体の縮小と液胞の膨j鴎が確認され

た。チラコイド膜やフィコピリソームなどの葉緑体微細機造の

変化も見出された。これらの知見に基づき，栄養飢餓がスサビ

ノリの細胞構造と光合成系に与える影響について考察する。

日水誌， 76 (3)， 375-382 (2010) 

知床半島)[..シャ川におけるカラフトマス Oncorhynchllsgor-

bllschαの産卵遡よ動態評価

横山雄哉，越野陽介(北大院水)， 

宮本幸太(水研セさけますセ)， 

工藤秀明(北大院水)，北田修一(海洋大)， 

帰山雅秀(北大院水)

サケ属魚類は，海洋起源物質を輸送することにより控域生態

系へ影響を及ぼすが，その影響の定量評価には正確な遡上数の

把援が基本となる。本報では，知床半島ルシャ)1/におけるカラ

フトマスの詳細な産卵遡上動態を，自視カウントを基本に

AUC法により評価した。その結果，遡上数はほぼ妥当な推定

結果となったが，産卵床数は遡上数および産卵可能額積に比し

著しく少なかった。 日水誌， 76 (3)， 383-391 (2010) 

マサバへしこの製造過程における呈味成分の生成に及ぼす熟成

温度と食塩含量の影響

小坂康之，木下由佳，大泉徹，

赤羽義主主(福井県大海洋生物資源)

マサパへしこの製造過程における生頭数 (VC)の変化と乳

酸 (LA)，遊離アミノ酸 (FAA) および酸可溶性ペプチド

(ASP)の生成に及ぼす温度と食寝含量の影響を検討した。 t鼠

度の上昇は，熟成中の VCの変化にほとんど影響を及ぼさず，

LAをわずかに増加させたが， FAAとASPを温度依存的に大

きく増加させた。一方，食塩含量の減少により， VCとLAは

大幅に増加したが， FAAとASPの増加度合いは小さかっ

た。これらのことから， FAAとASPは，微生物の増殖に依

存する LAとは異なる機序で生成することが示唆された。

日水誌， 76 (3)， 392-398 (2010) 
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