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[研究論文]

曳航式水中ビデオカメラによる曳縄の擬餌に対する魚類の行動観察

秋山清二件・小淳一允1・塩出大輔l

Underwater Observation of Fish Behavior to Artificial Bait of 

Trolling Line by Towed Video Camera 

Seiji AKIYAMAI*， Kazunobu OZAWA1 and Daisuke SmoDE1 

Abstract 

In order to understand the capture process of trolling line. the fish behavior to an artificial bait of 

trolling line was observed by a towed underwater video camera. Experim巴ntaltrolling line consisted of a 

towing line， a towed underwater video camera. a leader. an artificial bait. and a hook. The experimental 

trolling linεwas towed by a small boat at 3 to 6 Imots， and the underwatεr video image were recorded 

on VCR. A total of 38 hours of the underwater video image wer・erecorded during the exper・imentalperi-

od， and the fish behavior to the artificial bait of trolling line could be observed c1early. Fish species that 

could be idεntified， were mackerel Scomb日spp.，frigate mackerel AlIxis rochei， amberjack Serio/a dllmeri!i， 

dolphinfish Coη'phaenαhipplll1lS， yellowtail S，日io/aqllinqu目前iiαla，blowfish Lαgocephallls w/zee/eri， and mullet 

MlIgi/cψ/za/lIs. Fish behavior patterns were c1assified as follows: appe註ranceinto the camera view， 

approach to the artificial bait， attack on the artificial bait， touching the artificial bait， being hooked. and 

captured. The total numb巴rof appεarance into the camera view was 1364， in which the capture was only 

23 due to the low attack tesponse frequency to the approaches. From these results， fishing efficiency of 

the experimental trolling line which is defined as the ratio of the total number o[ capture to the total 

number of appearance was calculated to be 0.020 for mackerel. 0.018 for frigate mackerel. and 0.012 for・

amberjack. 

1.はじめに

曳縄漁業はがj糸と釣針からなる釣漁具を漁船で1!.き廻

して行う漁業であり1l，我が国では 1万 2千ーか統余りの

漁ヲiy{本がifllJj3万トン前後を漁獲している2)。曳縄漁業

については， 1答品/L1反の力学q¥y性・:1)，.1)や運動特性5)-8) 幹

純の沈降特性9)，10)等， "係J4の物王史的な特性にl刻する研

究が多数有i告されている。…}j， 江総に土せする1主主授の行
動については， 11技官nの綴類や潜航紋の忽を変えた漁獲試

験の結#~から 1m接的に推定されているにすぎない1l).12) 。

曳縄漁法の漁獲過程をIYJらかにするためには，曳織に対

する魚類の行動を直接観祭する必主さがある O このため，

前殺では奨型の曳航1<1'に小:ii'!CCDビデオカメラを終ijま

した曳航式水中ビデオカメラを製作し，曳絡の擬餌に対

20100ド10)J18日受付， 2011年1月初日受喫

する魚類の行動を観祭した1:1)。その結果，曳織の擬鉛iに

対するブ 1)Serio/a qUInqueradialaやマルソウダAlIxis

roc/zei等の行動が観察されえ縄漁法の漁獲過程に測す

る基礎的な主Il ~iが得られた 1:，)。しかし，曳航速度が速く

なると，'1'.航体がftil斜したり，転殺したりすることがあ

った。また， ~羽立体のi刻字抵抗が大きいため，映像ケ

ブルとは目立に曳長/L索を必要とした。これらの問題により，

:JL是正迷皮は最大2.5むまでに制限された。 一方，災操業

における曳総の一般的な'1!.封iLj!Jj l:!tは3~6ktであるt)， 1 1)。

党総に対する魚類の行動をより jEli在に把握するためには，

尖操業にE![Jした'1'.航速度で観祭することが望ましい。そ

こで本研究では，前幸f{よりも小説t経ーはで、流体総抗が少

なく，高速で、!江主tCiJJ能な曳航式水iドビデオカメラを製作

した。また，この災義ÎGI:水中ビデオカメラをmいて I~Jifi

キーワード・曳総，fRjr~行動，水qlW:見祭，漁獲過税，漁獲効ネ

Key words : Trolling line. Fish behavior， Underwater observation， Capture process， Fishing efficiency 

1 Faculty of Marine Science， Tokyo University of Marine Science and Technology， Konan 4ふ7，Minato， Tokyo 

108匂8477， ]apan (東京海洋大学海洋科学部 〒108-8477京京都港区i芸術4ふ7)

本 Tel: 03-5463-0475. Fax: 03-5463-0360， akiyama@kaiyodai.ac.jp 



2 

の擬餌に対するf!.，、類の行動をrm祭し， :え縄漁法の漁獲過

程について検討したので報告する。

2. 材料と方法

1)曳航式水中ビデオカメラ

前幸!{13)で使用した曳航式水中ビデオカメラ(以下，

従来型カメラとする)と，本研究で新たに製作した曳航

式水中ビデオカメラ(以下，改良型カメラとする)の形

状をFig.llこ示す。従来型カメラは木材と筏ど板で製作

した翼形の曳航体(全長38cm，~中国48cm) J二に防水加

工した小型CCDビデオカメラ(エルモ， MN401，カメ

ラヘッド郎直径18mm，会長60mm) を搭載したもので

ある。空中室登は3.00kg，手力は2.93Nであり，停止i待

は浮上し，曳先立i時 l土潟、l峰する。曳航は曳航体の首íJ~品 fißに

結*íーした'.l之航索(クレモナ，夜径3mm) で行い，小i~

CCDビデオカメラのi決像ケーブルに過大な張力がかか

らないようにした。一方，改良型カメラは市販の小波水

中ビデオカメラ(広幸fl，マリンアイカラー，本体夜径

64mm)の i二宮15に:t-M.ピ製i'f.子(浮力1.96N)，下部に鉛製

バランスウエイト(水中重致0.09kg) をJfx.り付けること

により曳航姿勢の安定を図った。空rl:JA廷は0.57kg，水

中重量は0.18kgであり，停止11寺は沈降し，曳航時には水

fiíî付近に浮上する。曳航{立小U~水中ビデオカメラにモー

ル!ごされているIW!:1象ケーブル(庭径6mm) 自f本を曳自立

索として行った。

曳航式水中ビデオカメラの曳統索に作用する張力を東

京ì1if:洋大学の大~間流水槽15) と千葉県館 Ulì湾の海上で

計測した(以下，前幸子を水槽尖験，後者を海上実験とす

る)。水機実験では大型lill流水機の観測部(長さ9.0m，

阪2.2m，水ì~ 1.6m) に曳航式水1+1 どデオカメラを設泣

し，曳航索に作用する張力をíJ l張~荷重言 l' (耳E京ilIUr.iffrJf

究所， TLP-100NS)で言i"iJ!IJした。曳航索の長さは5m，

i混迷は1-4ktの総凶とした。流速は鋭iJlU部に設i督したプ

ロペラ式流速計(ケネック， VO-101A)で、計測した O

海上実験では東京海洋大学水悶科学フィールド教育研究

センター館111ステーションの調査船SAGITTAVI (全

長7.8m，80ps)で、曳航式水中ピデオカメラを曳航し，

曳航索に作用する張力をデジタル手秤(シンワiJ!iJ定，秤

長20kg，惑:llt20g)で計測した。曳航索の長さは5m，

曳航速度は3-10ktの範聞とした。曳長Ic速度は舷似IJに設

置した小~メモリ一流速計(アレック泡子， COM-

PACT-EM)で計測した。

2) 曳縄の擬飯!こ対する魚類の行動観察

曳南IC式水中ビデオカメラ(改良型カメラ)による曳織

の擬餅に対する魚類の行動観祭を千禁!54館111i誇で実施し

た。方法をFig.2に示す。実験用曳縄漁具は曳航索 (11!lと

像ケーブル兼用， iiI径6mm，会長14m)，曳航式水中ビ

デオカメラ(改良~~カメラ)，釣元(ナイロンテグス 5

号，会長1m)，擬餌(タコベイト)および釣針(ステン

レスニ叉oIi"， 8-0うから構成した。この実験用党総1.((¥兵

を東京海洋火学水殴科学フィ…ルド教育研究センター館

山ステーションの調査船SAGITTA VII (会長6.2m，

25ps)により3-6ktの総凶で、曳航し，曳絡の擬鰐に対す

る魚類の行動を船上のそニタで観察するとともに，デジ

タルピデオテープに録画した。曳長IC式水中ビテ。オカメラ

(改良型カメラ)の水中でのi関i角は水平方向が68.3
0

，垂

直方向が54.0
0

であり，これより擬鰐の佼ì~[ における観

察視野は綴1.36m，縦1.02mとなる O 行 wiOl.察は2004-

20061手の変~秋季に百"24回災施した。観察時刻は!fJ.~:河ま

たは昼間とし凶あたりの鋭祭時間は 1-2時間とし

す令

~。

5m c ̂  
Fig.2 Experimental ar・rangementfor underwater 

IOcm observation of fish behavior to artificial 
bait of tr叫lingline by towed video camera. 
T; towing line and camera cable. C; towed 
video camera. L; leader， A; artificial bait. 
H; hook. B; boat. M; monitor and VCR 

3.結果と考察

1)曳航式水中ビデオカメラ

水:ffli実験における流迷および海上実験における曳航速

度と曳統式水中どデオカメラの曳航索に作用する張力の

関係をFig.3に示すO すべての実験において，流速およ

Fig.1 Schematic dr・awingof towed video camera for ぴ曳航速度の増加にともない張力が急激に増加した。水
underwater observation of fish behavior to 
artificial bait of trolling line. Upper; conven- 機実験における流速 V(kt)と張力 T(N)の関係を次式に

tional type. lower; improved type. 示す。
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Fig.3 Relationship between velocity and tension to 
towing line of towed video camera. 

f九Ë~と 2日カメラ T=4.04V1il (r=0.99) -・・・(1)

改良型カメラ T口 3.26V1
:ロ (r=0.99) ……(2) 

次に， ifit上災級における曳長ILiili!支 V(kt) と張力 T(N)

の関係を次式に示すO

従来1í~ カメラ T= 1.05V22~1 (r=0.98) 

改良~カメラ T=1.44VI.G9 (r=0.95) 

-・・・・・(3)

.・・(4)

(1)-(4)式より災総の一般的な曳航迷皮である3-6kt

i時の張力を求めた結果，従~主:l5!!カメラでは25.1-63.6N

であったのに対し，改良型カメラでは14.4-29.8Nに半

減した。また，改良型カメラでは傾斜や転殺といった問

題もみられず，従来恕カメラより高速で安定した曳航が

T可能であることがわかった。なお，改良型カメラの曳航

索としたI映像ケーブルの破断強伎は公表されていないた

め不明であるが，実験中に断線等のトラブルは発生せず，

常に鮮明な水中映像を得ることができた。

2)曳縄の擬館に対する魚類の行動観察

1丸抱IC式水中ビデオカメラ(改良型カメラ)による曳総

の擬餌に対する魚類の行動観察を千葉県館山湾で実施し

た結果，計24闘の餓祭で延べ38時間の水中映像が符られ

た。水中映像の一例を Photo1に示す。これは曳織の擬

餅を攻!壊するシイラCO/yphaenahippllrllsの水中映像を静

止阪で取り込んだものである。擬餌をゆ心とする周rmの

水中映像が鮮IYiに記録されており ，1.¥¥種の同定や個体数

の計数が概ね可能で、あった。本研究ではこれらの水仁判決

像をもとに，曳縄漁i去の漁獲過程について検討した。こ

こでは，曳絡や延絡に対する魚類の行動に関する既往の

報告13).16)-18) を参考に，曳縄漁法の漁獲過程における

Photo 1 An example of underwater video image. 
Dolphinfish Coryphaellαhippul'lls which 
attacked an artificial bait. 

魚類の行動を以下の 6段階に分類した。

①出現 (Appearance) 魚類が観察悦野内に出現する

こと

②接近 (Approach) 魚類が擬餅に接近すること

③攻繋 (Attack):魚、類がi二iを開けて擬餌に突進して

攻慰すること

④接触 (Touching):魚類のIl勿部または口が擬餌に接

触すること

③針掛かり(Hooking) 魚類のねに釣針が掛かるこ

と

⑥漁獲 (Capture):魚類が総i二に取り込まれること

ここで，Ill滋から漁獲に22る各行動は主主税して発現す

るものとし，各行動の観察i回数を魚種目。に計数するとと

もに， /JJ現関数を100%とした場合の各行動の発JJI確率

を求めた。なお，ここで計数した観祭回数は綴察された

全側休の延べ観察l回数であり，例えば10個体の魚がi説i時

にjliffjJ[に接近した場合は「接近回数10間」と計数した。

!え絡の擬古l[に対する魚類の行動の鋭祭IITI数をTable1 

に示す。観芸さされた魚種はサパ努IScomberspp.，マルソ

ウダ，カンパチSerioladllmerili，ブリ，シロサバフグ

Lagoceplzα11ls lVheeleri，ボラMlIgilcephalllsで、あった。こ

れらの他に，水中11)(と像からは魚磁を問定できないものが

あった。また，漁獲されたサバ類にはマサバs.jψOIllCllS

とゴマサノな allstralaSIcllSが含まれたが，水1:1"映像から

削者を識別することは不可能だったので，ここでは一括

して扱った。なお， J二記以外にシイラの出現が言1'791悶綴

雲きされたが， ;;jq:ifIは然体が{也の1.(¥穏より大きく，漁獲11寺

に映像ケーブルを破断する懸念があったため，漁獲が予

怨される場合には，擬餌から釣長!をはずして観察を行っ

た。このため，シイラの観祭凶数は集計竹、ら除外し，ま

た，釣針をはずしたi授のシイラ以外の観察限数について

もf長計から|徐外した。

綴祭視野内への魚類の出現1m数は言1'1364回であった。

内訳はサパ類が最も多く 66llill，以下マルソウダ433lill，
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Table 1 Observed frequency (percent) of behavior patt巴rnsfrom appearance to 

capture by trolling line for each species. 

Observed frequency (percent) of behavior patterns 
Species 

Appearance Approach 

Mackerel Scomber spp 661 000.0) 554 (83.8) 

Frigate mackerel AlIxis rochei 433000.0) 348 (80.4) 

Amc、erjackS，目的ladllmerili 164 000.0) 151 (92.1) 

Yellowtail S日 io/aquinqueradiatα 31 (100.0) 24 (77.4) 

Blowfish Lαgocephallls wheeleri 4000.0) 4 000.0) 

Mullet Mugil cephalllJ 2000.0) 。(0.0) 

Unidentified 69000.0) 11 ( 15.9) 

Tota! 1364 000.0) 1092 (80.1) 

カンパチ164悶，ブリ 311ill，シロサパフグ 4図，ボラ 2

i弘 f!.~稜不明69tmであったc また，漁獲i段数は青/'231ill で

あり，内訳はサバ類13倒，マルソウダ 8防，カンパチ 2

mであった。なお，漁獲f日1イ本の平均体長はサバ類が

27.5cm，マルソウダが29.4cm，カンパチが21.5cmであ

った。次に，出現から漁獲にEEる各行動の鋭雲寺閥数と発

現磁ネについてみる。まず，全魚種の合討をみると，観

察祝野内への出現1m数13641EIのうち， :f疑鰐に接近する線

討さは80.1%とおい1iE[を示したが，その後，擬餌を攻殺す

る確率は9.8%と急激に低下し， 0、下，擬併にifkfitl!3. 7%， 

針掛かり 2.3%とi新次減少し，絞終的に漁獲される確率は

1.7%であった。また，1.¥1、種別にみた場合も，出現から接

近まではおい機率で推移するが，攻祭0.1徐は縦率が急激

に低下する傾向がいずれの魚殺でもみられたO なお，最

終的に漁獲された磁ネは，サバ類2.0%，マルソウダ1.8%，

カンパチ1.29るであり， l'也の1.¥¥極では漁獲はみられなかっ

た。なお， :託統速度が2.5ktに制限された前線13)では，

観察視野内への出現関数は合計'13611illであり，以下， t実

j!i::83，2%，攻繋5.796，接触3.1%，針掛かり 2.4?o，漁獲

1.3%と推移した。本研究では1見合tJlsJ3!:を3-6むとしたが，

出現から漁獲に~るそ予行動の発現確率に大きな差はみら

れなかった。

漁具の漁獲効ネは， i，(1日兵にi笠過した漁獲対象生物のう

ち，実際に漁獲されたものの割合と定義され19に底曳網

では掃海水塊I:jJの↑間体数に対するi魚、獲個体数の割合，刺

網では斜に透過した俗体数に対する漁獲1ffil体数の割合で

表される20)。これらのま主義に倣えばえ搬の漁獲効率は

曳絡に澄j過した傾体数に対する;魚、獲個体数の割合と定義

できる。ここで，漁獲過程の始点である漁具と魚類の透

過は，魚類が潟、具の効果級協iに入ることと定義されるが，

実用的には必ずしも明硲ではない21)。そこで本研究では，

観察祝!的有への出現回数を曳絡に透過した個体数とみな

して漁獲効率を求めた。その結果，本研究で使用した曳

~&llの漁獲効率はサバ類で0.020，マルソウダで、0.018，カ

ンパチで0.012となった。これらの値は松泊19)が取り繕

Attack Touching Hooking Capture 

60 (9.1) 30 (4.5) 21 (3.2) 13 (2.0) 

45 (}0.4) 13 (3.0) 8 0.8) 8 0.8) 

26 05.9) 6 (3.7) 2 0.2) 2 0.2) 

2 ( 6.5) 。(0.0) o (0.0) 。(0.0)

1 (25.0) 1 (25.0) 。(0.0) 。(0.0)

。(0.0) 。(0.0) 。(0.0) 。(0.0)

。(0.0) 。(0.0) 。(0.0) 。(0.0)

134 (9.8) 50 ( 3.7) 31 (2.3) 23 (1.7) 

めた各種総漁兵の漁獲効率 (0.03-0.55) よりも大幅に

低い。一方，実際の党総漁業ではi接続紋や擬餌の運動が

漁獲に大きく影響するとされるが8)，本研究では潜航板

をf史的していなし、。また，実際の曳縄漁業では何時に複

数の漁"ーを曳航して操業が行われるがI).l-O，本研究では

liiーのi旬、兵を対象に観察を行った。これらの実l淡条件は

IJ樹立の漁獲効率を過小委i悦iする姿悶となる可能性がある。

逆に，本研究では観察視II別々へのHl現回数を曳絡に滋過

した側体数とみなして漁獲効ネを求めたが，観察視野外

で曳織に遊巡した個体が存在した場合は，漁獲効率を過

大詳細ijすることになる。このように，曳絡の潟、獲効率の

推定には多くの課題が残されており，今後，各姿図につ

いて俄別に検討を重ねる必裂がある。

以上，本研究では新たに製作した曳航式水1:1"ビデオカ

メラをmいて曳純の擬餌に対する魚類の行動を鋭察し，

曳縄漁法の漁獲過程について検討した。漁獲過程の解明

は選択的漁獲技術の1)日発に必姿とされる重要な研究課題

であり 22)，曳航式水仁1"ビデオカメラのような光学機昔与を

月い、た対象生物の行動観察は選択機織の解明に有mと考

えられる。例え¥f，Tokai and U巴ta23)はアオリイカ

Sepiotellthis lessonianaを対象とした曳織に使用される斜

水のサイズ選択伎を漁獲物の外套管長総!ぶから捻定した

が，その選択機構をより詳しく解明するためには，餌*

に対するアオリイカの行動観察が必要であると述べてい

る。本研究で製作した曳航式水1:1:1ビデオカメラはこのよ

うな用途にも有効活用できるものと考えられる。また，

近年ではクロマグロThllnllSthynnusの養殖に使用される

天然秘留の多くが曳総で漁獲されているが，江崎8) によ

れば，釣針が tiJ互に掛かると脳や神経細胞が綴f怒し，生

残率の低下をJTiくとされ，漁兵の迷Kf))を解明することに

よって，上顎への針掛かりを紡ぐ必姿があるとされてい

る。このためには，漁兵の運動解明と併行して，曳織の

擬餌に対するクロマグロの行動についても解明をすすめ

る必要があり，本研究で製作した曳新L式水中ピデオカメ

ラの活用が期待される。



'1!.長IC;c¥;7，/(q'どデオカメラによる曳絡の擬餅に対する魚類の行動観察 5 

なお，本研究で製作した'1!.統式水1:1'ビデオカメラをも

とに開発された「トローリングカメラJが広平11;株式会社

(http://www.kwk.co.jp/marine/) より!坂売されている。
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