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遠洋まぐろ延縄漁業におけるメバチの販売価格に及ぼす

潜在要因の影響:一般化線形混合モデルによる検討
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Effects of potentiaI factors on sales price of bigeye tuna in a Iarge-distant幽water

type tuna longline fishery: Application of a general linear mixed model 
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The effect of potential factors (:fish-hold temperature and period， and biological and product information) on 

the sales price of bigeye tuna Thuηηus obesus in a large-distant-water type tuna longline :fishery were examined to 

clanfy the relationships between :fish-market evaluation for the products and these potential factors. We analyzed 

catch， biological and product information of bigeye tuna caught by a tuna longline vessel whose fish-holds were set 

at below -50
o
C and at -40 to -45

0

C， and the sales price result of the bigeye tuna products in a :fish market through a 

generallinear mixed model. The r巴sultsindicated that the differences of :fish-hold temperature and period did not 

signi:ficantly affect the sales price. This means that the :fish market (:fish brolter)巴valuatedth巴 bigeyetuna 

products from the -40 to -450

C fish hold as being己quivalentto thos巴fromthe b巴low-50
o
C fish hold. The model 

analyses suggest巳dthat the sales price was relat巴dto richness of fat， mortality， product w邑ight，sex， and blemish 

of bigeye tunas. We discuss the relationships between the sales price and these factors. 

キーワード :Thunnus obesus，脂，遠洋まぐろはえ縄，魚総温度，生死，製品重量，販売価格，メパチ

遠洋まぐろ延縄漁業は，年間約 9万トン (2008年)

の刺身用マグロ類を生産する我が国の主要な遠洋漁業の

一つであり，約 280隻 (2010年， 200GRT以上)あま

りが世界中の海で操業を行っている。この漁業におい

て，最も多く漁獲されている種は，本報で報告するメパ

チ Thunnusobesusであり， 2008年では約4万5千トン

が生産されている。1)

遠洋まぐろ延縄の漁獲物は，急速冷凍処理をされた後

f2::， -50
o
C以下の超低調の魚、総に移され，漁獲してか

ら水揚げされるまで，一般的に 6ヶ月から 1年程度，

船内で冷凍保管される。しかしながら， -50
0

Cよりさ

らに低温で冷凍保管することが，まぐろ類の長期保存に

おける品質確保の必要条件であるとの科学的な知見はほ

とんど無い。2)問中ら3.4)によると，代表的な刺身用赤身

商材であるメパチの品質保証限界は，魚肉の褐変化の指

標であるミオグロビンのメト化率から判定して -40

oC保管で 17ヶ月以上とされている。このことは，船上

で通常に急速凍結したマグロ類を魚鎗・睦上施設等にお

いて-40.C以下の温度帯で保管すれば，品質(色調)

を確保できることを示唆している。

* Tel : 81-45-227-2736. Fax: 81-45-227-2705. Email: yokotaks@affrc.go.jp 
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一方，船上において魚、総保冷に要する燃油消費量は，

遠洋まぐろ延縄漁船の燃油消費量全体の約 14%を占め

ている(横田ら未発表:適正温度管理を導入した遠洋マ

グロ生産方式，第 12回技術交流セミナー，ジャパン・

インターナショナlレシーブードショー)。このため，近

年の燃油価格の高騰・不安定化は，遠洋まぐろ延縄漁業

の経営を圧迫する大きな要閤となっている。

これらを受けて，鯛水産総合研究センター開発謂査セ

ンターは，魚臆保冷温度を -50
0

C以下の超低温から-

40~-450C に上げた試験操業を行ったところ，冷凍保

冷に要する消費電力を約 56%削減できることが明らか

となった。燃油消費量に換算すると約 0.23k1/臼の削減

となり，これを l年(年間 300B航海)あたりの燃油

消費量に換算すると，年絹約 7~8% の燃油の削減とな

り，遠洋まぐろ延縄漁業の採算性向上に大きく寄与する

ことができる。5)

今後，適正な魚、勝保冷撮度(-40~ -45
0

C) を一般

の商業船に普ー及することを念頭に置くと，上記温度で保

冷した冷凍メパチを実際の市場で販売し，評価を受ける

ことが必要不可欠である。

神奈川県三崎港の市場では，製品重量 40kg以上のメ

パチに関しては，主として“解凍売り"という方法で仲

買人に販売される。この販売方法では，仲買人は，事前

に公開される漁獲水域や漁獲時期，船名，国籍等の情報

と併せて，市場に上場された冷凍状態の魚体と解凍した

尾部から，長年培った技術と経験に基づき，魚体の大き

さ，脂の程度，身肉の色，鮮度等について製品 1本毎

に評臨し， 1kgあたりの単価(販売単価)を入札して 1

本毎に競り落としていく。しかし，仲買人が判断してい

るもの，あるいは品質に影響を与える可能性がある漁獲

時の生死や性別等の生物・製品情報がどのように販売価

格に影響をしているかを検討した例はほとんど無い。こ

うした知見は，製品の市場での評価(瓶売価格)と科学

的な品賞分析による結果を比較，検討する際に有用とな

る。通常の取引においては，販売価格に影響を与える可

能性がある潜在的な要因の情報を多く得ることは罰難で

あるが，本論文では，様々な要因の情報を収集した上

で，実験的に検討を行った。

本報では，遠洋まぐろ延縄漁船で漁獲されたメパチの

産地市場における販売価格に及ぼす潜在要因(魚輪保冷

温度と保冷期間，及び漁獲，生物，製品情報)の影響を

検討した。魚、総保冷温度を一般的な -50
0

C以下の超低

温，及び -40~-450C の 2 つの温度帯に設定した遠洋

まぐろ延縄船において漁獲されたメパチの漁獲・生物情

報，及び市場での販売結果を用いて，一般化線形混合モ

デルによる解析を行った。

試料および方法

操業調査 まぐろ延縄操業は，調査船・開発丸 (489

GRT) を用いて実施した。 2009年 S月 10日に静両県

清水港を出港して， 2010年 3月 24日に神奈川県三崎

識に入港した。その拐に補給のための外地入港を 3回

行い，合計で 4航海を実施した。各航海の概要を Tab1e

1に示す。 1次航海は，米領ジョンストン島沖合の公海

域，及びキリパス共和国周辺の公海域で， 2次航海は，

仏領ポリネシア・タヒチ島東方の公海域で， 3次航海

は，タヒチ島東方と北方の公海域，及び洋心部(ここで

は，タヒチ烏とベjレーのおおよそ中間に位置する公海

域)で， 4次航海は，ジョンストン島沖合の公海域，及

びキリパス共和国北方の公海域で，それぞれ操業を実施

した。これらの海域は，一般の商業船もメパチを対象と

した延縄操業を行う海域である。より詳細な調査・操業

概要に関しては，上原ら6)を参照されたい。

漁獲したメパチは，一般的な商業船と同じく，漁獲後

直ちにセミドレス処理をし，空気温度が -55
0

C以下の

超低温となる急、速凍結室において約 35~96 時間程度の

急、速冷凍処理を行った後，保冷魚鎗に入庫した。船内に

は， 3蛤の保冷魚総 (1番魚、鈴:213.35 m3， 2番魚験:

285.06 m3， 3番魚総:46.06 mりがあり，その内 l番

魚鎗を-50
0

C以下の超低龍に， 2番， 3 番魚絵を -40~

-45
0

Cに設定した。メパチの品質は個体差が大きく，

漁獲時期や水域によっても市場評価は大きく異なる。こ

のため，おおむね 10Bから訪日毎に魚鎗を変更し，

各保冷温度帯の魚鎗に入庫する製品の偏りを極力減らす

ようにした。なお，保冷魚給から水揚げされるときは，

外気に爆されることにより品温が上昇するが，このこと

Table 1 General description of pelagic longline operations conducted by R/V 'Kaihatsu-maru' in the central and eastern Pacific， 

from May 2009 to March 2010 

Area 
Trip no. Operation period 

Latitude 
Number of operations 

Longitude 

1 May 23-Jul. 22， 2009 l1051'N-4
0

55'S 164050'W-178020"九7 55 

2 Aug. 6-0ct. 1， 2009 6020'S-9050'S 132
0 

12'W-134055'W 56 

3 Oct. 17-Dec. 31， 2009 2028'S-18008'S 115
0

41'W-14T20'W 64 

4 Jan. 14-Mar. 10， 2010 6004'N-14055'N 163012'W-174041'W 51 
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が -40~-45'C 保冷製品の品質にどのような影響を及

ぼすか，まだ十分な知見が得られていない。このため，

-40~ -45'C保冷製品も水揚げ時には品温が-50'C以

下となるように，水揚げの約2週間前から魚鶴保冷温

度を 50'C以下の超低混に設定した。このことによっ

て，燃料消費量は，合計で約 3.0kl増加したが，約 300

g聞の航海に対しては，わずかなものである。

各操業においては，操業呂時，操業位置を記録した。

漁獲されたメパチに関しては，尾叉長，原魚重量，製品

重量を測定し，また生死，雌雄を記録した。生死に関し

ては，船上においてメパチの神経を抜く作業時に，わず

かでも脊椎反射がみられれば“生"とした。

製品重量 40kg以上のメパチに関しては，入庫魚、勝

(保冷温度帯)，魚絵入庫B，及び漁獲時の生死の状況や

生物情報等を追跡できるように，個体識別番号のラベル

を頬に付した。

製品は， 2010年 3月24，25臼に三崎港で水揚げし，

水揚げから販売までの聞は，神奈川県三浦市の趨低温冷

蔵庫で保管した。

販売調査甑売調査は，製品重量 40kg以上のメパチ

に関して実施した。神奈JII!泉三三浦市の臼本鰹鯨魚市場株

式会社の市場において， 2010年 5月 10日から 7月 31

gの間の市場休業日を除く 62営業日に，“解凍売り"

によって実施した。仲買人らは，入札に先立つて，各製

品の魚結保冷温度・保冷期間，漁獲・生物情報を知らさ

れていない。 1 日の販売臼あたり 15~40 本，合計 1355

本の製品を競売した。調査期間中に開発丸の製品を競り

落とした仲買人数は，合計で 60人(社)であった。

また，毎回の解凍売り販売に先立って，経験の長い仲

買人に依頼して，全ての製品に関して評価をしてもらっ

た。その評価を完に各製品に関して，1)“指商材"か

“赤身商材" 2)シミ(筋肉内に散在する赤色の斑点)

の有無の分類を行った。脂商材に関しては，仲異人は，

“指'¥“ウス脂"の 2つに分類したが，ここでは“脂商

材"としてまとめて区分した。

データ解析 ヤケ(赤身が透明感を失い，白っぽく変

色したもの)，傷物といった事故品，ヤマイ(赤身が白

色不透明になっている，あるいは白いこぶのようなもの

ができている等，病気と思われるもの)，アズキ(筋肉

内に米粒状の白い斑点ができているもの)等7l明らか

に大きく値段に影響したもの，及び頬のラベルが剥がれ

て倍体情報が不明となったものを除いた製品 1170本分

に関して解析を行った。ヤケ，傷物，ヤマイ，アズキ等

で解析から除外した製品本数は， -40~-45'C 保冷製

品で 46本， -50'C以下保冷製品で 57本であった。こ

れらの製品の平均販売単価(::t標準偏差)は， 682.7土

246.7円であり，後述する解析データにおける販売単価

に比べて，平均値で 226円ほど低いものであった。

販売価格に及ぼす保冷温度と保冷期間，及び他の潜在

要因の影響の検討には，誤差構造を正規分布とした一般

化線形混合モデルを用いた。8)混合モデルの適用は，本

研究の検討対象とはしないが販売価格に影響を与える可

能性がある仲買人や販売日の違いによる影響を考癒して

解析することができ，有用である。町、答変数には，対数

変換した販売単髄を用いた。まず，以下の初期モデル

Cinitial model)を仮定した。

log(μ)需 β。+β1triP+β2mortality+ s3sex + s!t角t

+β5blemish+β6weight+β7ωeight2 

十βsFHT+ sgl)CL +β10FHTxDCL 

+ brokeri + saledaYj + error 

br吋eri~N(O ， σßroker) ， saledaYj~N(O ， O'~aleday) ， 

error~N(O ， σ2) 

ここで， μは平均販売単価，triP は航海次数(l~4 次航

海)， mortalityは船上に取り込まれた時の生死の状態

(dead or live)， sexは雌雄 (maleor female)， fatは脂

務材か赤身商材か (yesor no)， blemishはシミの有無

(yes or no)， wez:幼tは製品重量，FHT (Fish hold tem-

perature; -40~ -45'C or -50'C以下)は魚鎗の保冷撮

度，DCL (Day from catch to landing)は漁獲日から水

揚げまでの日数(すなわち魚総保冷期間)， FHTxDCL 

は，魚鎗保冷温度と漁獲日から水揚げまでの臼数の交互

作用である。魚総保冷温度別の各カテゴリ変数における

製品本数を Table2に示す。 weightの2乗の項は，製

品重量に対する競売単価のピークを探索するためにモデ

ルに組み入れた。 brokerは仲買人，saledayは販売臼で

あり，変量効果である。これによって，仲買人と販売臼

による変動を(観測されない変動も含めて)モデルで考

慮することができる。また，err01は，誤差項である。

β0-10は，各閤定効果の説明変数のパラメータである。

Table 2 Number of bigeye tuna products for each catego-
ry by nsh冊holdtemperature in categorical variables 

Cavtaergiaobrlice al 
Fish-hold temp巴rature

Category 
山 40to -45'C く-50'C

trip l 114 169 

2 91 90 

3 222 173 

4 141 170 

mortaliか dead 100 92 

live 468 510 

sex female 167 184 

male 401 418 

fat yes 88 86 

no 480 516 

blemish yes 136 137 

no 432 465 
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一般化線形混合モデルの適用には， R ver.2.11.0， lme4 

パッケージの lmerを用い，パラメータの推定には最尤

法を用いた。

初期モデルを基に，主たる検討要因である FHT，

DCL，及びFHTxDCLを画定した上で，その他の説

明変数の影響を検討するために，各説明変数を除いたモ

デルと初期モデルをカイ 2乗分布近似による尤度比検

定を用いて比較，検討した。ここで，初期モデルにおい

て，販売単価に影響を与えていないと判断された説明変

数を除いたモデルを基本モデル Cbasicmodel)とした。

次に，基本モデルに対して，FHT，DCL，及びFHTx

DCLも含めた各説明変数の影響に関して，各説明変数

を除いたモデルと基本モデルを尤度比検定で比較，検討

した。最後に，基本モデルから影響を与えていないと判

断された説明変数を除いたモデルを最適モデル (opti-

mum model)としたb

最適モデ、ルに残った説明変数と，初期モデルから除か

れた説明変数の要因間の関連に関して，カテゴリカル変

数とカテゴリカル変数の場合はカイ 2乗検定を，カテ

ゴリカjレ変数と連続変数の場合は，分散分析 (ANOVA)

を用いて検討を行った。
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果

全体の平均販売単価(::!::標準偏差)は， 908.7土228.6

円であった。魚鎗保冷温度別の平均販売単価は -40

~ -450C保冷では 906.8こと224.9円， -50
o
C以下保冷で

は 910.5土232.1円であった。販売単髄と各要因(航海

次数，魚、鎗保冷温度，生死，脂高材か赤身商材か，シミ

の有無，漁獲から水揚げまでの日数，製品重量)との関

係を Fig.1に示す。航海次数に関しては， 2次航海のタ

ヒチ東方沖における製品本数は，他に比べて少ないが，

販売単価は高い様にみえる。製品重量に関しては，おお

よそ 100kg前後で，販売単価は上げ止まっている様に

みえる。

初期モデルCinitialmodel) における尤度北検定の結

果を Table3に示す。初期モデルにおいて，trψは，販

売単価に対して統計的に有意な影響を与えていなかった

(Table 3)。ゆえに，初期モデルからかψを除いたもの

を基本モデル (basicmodel)とした。基本モデル式を

以下に示す。

log(μ)とん+β2mortality+んsex+sJat+β5blemおh

+β6ωeight+ s7ωeight2 + saFHT + sgDCL 

十βloFHTx DCL + brokerj + saledaYj 

+error 

brokerj~NCO ， σi叫er) ， saledaYj~ N (0 ， σ~aleday) ， 

error~N(O ， σ2) 

基本モデルにおける尤度比検定の結果を Table4に示

す。保冷温度FHT，保冷期間DCL，FHTとDCLの交

結
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Likelihood ratio tests between initial model and the mod巴lswith one variable removed Table 3 

Pvalue D.F. of Chi-square Chi-square statistic 
Maximum log likelihood D.F. 
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Initial model: log (μ)口 sO+sltriP+β211lortality+ s3sex +ムfat+β5b1em悶h+β6weigJzt+β7即日汝lzt2+β'sFHT
十s9DCL+βlOFHTxDCL + brokeri + saled，αrYj+error 
/-1， mean per-pnc叫ん仙 estimatedparameters; FHT， fish-hold temperature; DCL， day from catch to landing; broker;~N(O ， σi叫eふ saledaYj~N(O ，
σLfc出ふ error~N(O ， σ2).
The present removing variable analysis was not performed for 'FHT'， 'DCL'， and‘FHTxDCL' 

Likelihood 1'atio tests betwe己nbasic model and the models with one or two va1'iables 1'emoved Table 4 

P value D.F. of Chi-squa1'e Chi-squa1'e statistic 
Maximum log likelihood D.F. 
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Basic model: log (μ) =so十戸211101'1，αlity十月，sex+ムfαt十月sblemish+β6weight十月7weight2+ ssFHT +β9DCL 
÷βlOFHT x DCL + brokeη+saledaYJ十erJ'OI二

μJ mean per-price;β0-10， estimated parameters; FHT， fish-hold temperature; DCL， day from catch to landing; brokeri~N(O ， a!mk")， saledaYj~N (0， 
σLl油，)， error~N(O ， (2) 

Pa1'amete1' estimates in the optimum model Table 5 

t value 

164.87 

14.14 

40.44 

ー7.57

4.54 

-3.44 

表を Table5に，この係数を充に推定した競売単価に対

する各カテゴリカル変数の水準間の相対値安 Fig.2に

示す。 j討(脂跨材か赤身荷材か)の影響は大きく，脂

商材は赤身荷材に比べて，約1.5倍高く値段に影響して

ー2.88

互作用は，販売単価に有意な影響を与えていなかった。

ここでは，FHTとDCLの交互作用の説明変数が有意

に影響を与えていなかったので，それに基づき FHT，

及び DCLの説明変数を検討する擦には，FHTとDCL

の交互作用も合わせて検討している。基本モデルから

FHT， DCL，及びFHTとDCLの交互作用を除いた最

適モデル (optimummodel)は以下の通りとなった。

log(μ)=β。+s2mortality +β3sex+β4fat+β5blemish 
+β6weight+β7wez.注-;ht2+ brokerj + saledaYj 

+error 

brokerj~ N (0，σsroker)， saledaYj~N(O， a2saleday)， 

error~N(O ， σ2) 

ωeightの2乗の項は説明変数として残された。このこ

とから，販売単価に対して製品重量のどークが存在する

といえる。最適モデルから，ピーク合与える製品重量は，

100.91王gと推定された。最適モデルの闘定効果の係数

0.00760 

0.03928 

0.00880 

0.01002 

0.00103 

0.00001 

0.00687 

S.E. 

0.40520 

6.47600 

0.12450 

時 0.05751

0.00469 

-0.00002 

0.01980 

Estimate 

so [Jnterceρt] 
s2 [ηl0i1ality 'live' 
(relative to'dead') ] 

s3 [sex 'm呂le'
(1'巴lativeto‘female') ] 

s4 [fat ‘yes' 
(relative to 'no') ] 

β5 [blemish‘yes' 
(1'elative to 'nρ') ] 

β6 weight 

s7ωeighf2 

Paramete1' 
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Mortality -<>- live (relative to 'dead') 

Sex -<>-: male (relative to 'female') 

Fat yes (relative to 'no') 

Blemish yes (relative to 'no') 

0.9 1.3 1.5 1.0 1.1 1.2 1.4 

Relative rate 

Fig. 2 Relative rate between lev巴Isof each explanatory 

variable to per-price， estimated by th巴optimumlinear 

mixed model. The 'd田 d'of mortality，‘female' of sex， 

冶0'of fat， and 'no' of blemish were s巴tto 1.0 in the 
relative rate estimate to the p巴トprice.Horizontal bar・5

indicate 95% con五denceintervals. 

いると推定されたo mortaliか(生死)に関しては，生は

死に比べて1.13倍，blemish Cシミの有無)に関しては，

シミ有りはシミ無しに比べて 0.94倍，sex C雌雄)につ

いては，雄は雌に比べて 0.98倍，価格に影響を与えた

と推定された。

初期モデルから除かれたか'ipは，mortality CX2 = 11.3， 

d.f. = 3， P= 0.01)， sex CX2 = 19.2， d.f. = 3， P= 0.0002)，舟t

CX2 = 140.8， d.f. = 3， P< 0.0001)， weight [ANOVA C対

数変換): F口 87.9，d.f. = 3， P< O.OOOlJ と有意な関連

が認められたが，blemish CX2 = 3.2， d.f. = 3， P= 0.36) と

は有意な関連は認められなかった。

考 察

本報の結果から，魚鎗保冷温度と魚総保冷期間は，メ

パチの販売単価に影響を与えていないことが明らかとな

った。実際の市場において， -40~-450C で保冷した

メパチが -50
0

C以下の超低温で保冷したメパチと同等

の評価を得ることができたことは，今後の最適な保冷温

度の普及に向けた有益な情報である。ただし，本試験で

の最長保冷期間は約 300臼程度であり，モデル解析の

結果をそれ以上の日数へ外挿することは出来ない。さら

なる長期の保冷期間における保冷温度と市場評師の関係

については，並意深い検討が必要である。

指商材か否かは，最も販売単価に影響を与えており，

脂の乗り具合は大きく価格に反映されることがモデルに

おいても示された。

船上に取り込まれたときの生死の状態も販売単価へ影

響を及ぼしていた。一般に，生きた状態で船上に取り込

まれ，漁獲後，速やかに脱血・神経処理，急速冷凍処理

された魚では，筋肉中に ATPが多く残るために，急速

に解凍するとこれが急速に分解し，“ちぢれ"と呼ばれ

る筋肉の激しい収縮(解凍硬直)が生じる。9)このよう

な“活き"の良いマグロは，高品質で，解凍後の色もち

の良さや食感が優れているとされており，商品価値が高

い。一方，死んだ状態で船上に取り込まれた魚では

ATPの分解が進んでおり，“ちぢれ"は生じないか，あ

るいはその程度は弱い。また，状況によっては，高体温

と低 pHが同時に起き，商品価値を著しく損なうヤケ肉

となる場合が知られている。7)これらのことから，仲買

人は，市場上場時に急速解凍された尾部の“ちぢれ"の

有無やその程度を指標として，“活き"の良いメパチを

高く評価していると考えられる。ただし，生きた状態で

船上に取り込まれたメパチが必ずしも“活き"が良いわ

けではない。生きて船上に揚げられた魚でも，その時点

で体力の消耗が激しい場合には弱い“ちぢれ"しか生じ

ない。また，急速冷凍時に冷風が魚、体に均等に当たらな

かった場合は，その部分の“ちぢれ"が弱くなることが

ある。したがって，船上に取り込まれたときの生死の状

態と販売価格のさらなる検討には，生きて揚がってきた

状態をさらに詳細に分類する必要がある。また，漁獲後

の処理が“ちぢれ"の程度に影響を及ぼさないように注

意する必要もある。

シミの有無に関しては，シミの有ることが販売価格に

負の影響を及ぼしていた。関係業界からの開き取りによ

れば，シミの有無は消費者でも簡単に判別できるため，

一般にシミの目立つ製品は寿司でも刺身でも避けられる

傾向があり，仲買人による評価も低い。また，シミの有

ることが販売価格に及ぼす負の影響に関しては，市場関

係者の話によると，脂肪分を多く含む販売価格の高いメ

パチで大きいと言われている。シミの有無が販売価格に

及ぼす影響をより詳細に把握するためには，脂肪分とシ

ミの関係を品質分析等も用いて定量的に検証する必要が

ある。

製品重量については，製品重量が 100kg程度のとこ

ろで販売単価が頭打ちになっており，そのことは販売単

価に対して製品重量のピークが存在するという結果とし

てモデルにおいても表現された。実際に市場で仲買人に

聞き取りをしたところ，大型個体に関しては， 1個体当

たりの価格の高さから敬遠する場合や，魚体中心が凍結

するまでに時間を要するために魚体中心部の品質の低下

を懸念し敬遠する場合があるとのことであった。本研究

の結果は，仲買人の評価傾向と一致しているが，品質に

基づく評価という観点からはさらなる検討が求められる。

雌雄に関しては，雄であることが雌に比べて，わずか

ではあるが販売価格に負の影響を及ぼしていた。現状で

は，経験のある仲買人であっても凍結メパチの性別を判

定することは難しい。また，過去に凍結メパチの品質を

性別で検討した研究結果は無いことから，この結果を支

持する知見は無い。しかしながら，性別によって品質が

異なることを示す科学的な知見を得ることができれば，
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性別情報は仲買人にとって重要な情報となる。現状にお

いては，性別は漁獲時でしか判定できないため，漁業者

にとっても仲買人に対する付加価値情報として提供で

き，利用価値の高い情報として活用できる可能性がある。

なお，これらの販売単価に影響を及ぼす可能性のある

要因は，三崎魚市場での販売結果に基づいたものであ

る。市場が異なり，仲買人が異なれば，販売先や取扱可

能量も変わってくる。このため，他の市場では別の要因

が販売価格に影響を及ぼしている可能性もある。

このように，生死等の要国が価格に影響を与えること

が示された。漁獲・生物情報の要因の影響を把握した上

で，品質分析結果の検討を行えば，科学的な品質分析結

果の解釈をさらに発展させることができるであろう。そ

の点，製品の実捺の市場における評価は有益な情報であ

る。

初期のモデル解析において，航海次数は，販売単価に

有意にj影響を与える説明変数として選ばれなかった。し

かし，航海次数は，脂，製品重量，生死，雌雄との関連

がみられた。航海次数が広い範閤の製品への情報である

ことに対して，脂，製品重量，生死，雌雄は個々の製品

が持つ情報であるo 脂や製品重量，生死の説明変数は，

より高い説明力を持っていたために，より説明力の低い

と考えられる航海次数は，説明変数として選ばれなかっ

たのであろう。

今日，一般的な遠洋まくやろ延縄漁船では，冷凍機の冷

媒にフロン系ガスが使われている。フロン系ガスはオゾ

ン層の破壊，地球温暖化に大きな影響を与えることから

闇際的な規制が定められている。モントリオール議定書

では，船上で最も多く使われている R22と呼ばれるフ

ロン系冷媒について 2020年に全廃する g擦を立ててい

る。閉また京都議定書では，代替フロンも規制対象とな

っている。11)フロンに替わる冷媒として，空気を使用し

て超低温まで冷却可能なものも開発されており，睦上で

は実際の稼働も始まっている(前川製作所:http:// 

www.mayekawa.co担/jaf)。将来的には，遠洋まぐろ

延縄漁船への新たな冷凍保冷方法の導入も期待される

が，漁船への適用を考えると多くの技術がまだ実用段階

には至っていない。また，仮に遠洋まぐろ延縄漁船にお

ける新たな冷凍技術が確立されても，設備投資の面を考

えると，経営体力が落ちている遠洋まぐろ延縄漁業への

迅速な導入は難しい状況である。このように，将来的に

は自然冷媒を活用する必要に迫られているが，アロンに

替わる代用として現時点で考えられる冷媒は，アンモニ

アである。自然冷媒としてアンモニアを使用した場合の

実用的な下限温度は -45
0

C程度といわれている(前JII

製作所:http://www.mayekawa.coお/ja/ about/ natural 

jefrigerant/ )。このように， -40~ 45
0

C保冷は，フ

ロンの使用が昭難になる将来を見据えた保冷温度予持にも

対応している。
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