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有明海区かにかご漁業の操業実態と敷設機構

金津孝弘 2 ・ 永松公明 2 ・宮本博和 1a 

( 1有明海研究所・ 2独立行政法人水産大学校)

有明海区かにかごj魚、業の操業実態と敷設機構について恕握した。近年，かにかご漁業は操業期間の短縮やj築業

形態の1本化が顕著であり，漁獲量も低調に推移している。実際の操業を部易添水器で院規綴察したところ，か

にかごの約6割は潮流の強弱に係わらず正常に海底敷設 OEj詮)されておらずかにかごを正置しなければガ

ザミ P01'tunuStlitubel'Culatusは多く入らず立つ残存数も少ないうえ，大型ガザミも脱出する可能性があるJこ

とが判明した。かにかごが転倒する主な要因は f校縄j の影響によるもので，若底後の変化はほとんど無いと

えられた。校組変更は漁具改良策として有効であるが漁具能率の大幅な|匂とが見込まれることから，ガザミ資源

を永続的に利用するために的確な資源量およひ';，(1.(獲努力量の抱慢等が課題である O

キーワード有明海，かにかご，ガザミ，転倒，漁具改良

有明海におけるガザミの;詰要は向く，筑後地方の重

要な水産資源のひとつに挙げられるが段林水産統計の

「がぎみ類j 漁獲量を!提出した結果，その多くをおめて

いるガザミの漁獲量は近年20トン前後と低調に推移して

おり，資源1ftや漁獲傾向の変化が懸念される(図1)。有

明海区においてガザミを漁獲するJ:.な漁業種類は「国定

式さし網漁業j と fかにか」 の2総額に大別され

るが，かにかご、j魚、業の漁獲泣は0~45 トンと増減11騒が大

きく， 1993年以降は10トンを下関る状況である。こうし

たなか，ガザミ漁業者が多数所属する「福岡県有明海ガ

ザミ育成会Jで、は漁業の傍ら中間育成や穣詰放流等の栽

培漁業，抱卵ガザミ(発Il良卵を抱いた雌で通fJ;r黒デコj。

以下黒デコj と記絞)の保護，小型ガザミ(全中111高
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長120mm以下)の河放流等の資源管思および漁場yj'Hi1}

等の環境活動を積樋i'!~に実施してきた 1- 7)。さらに '08

年から「有明海ガザミ資源問復計鮒Jが始動し，有明沿

岸4Yi~は黒デコの保護や小製ガザミの再放流， 1.木説dVJiAil

(6月初j旬，たも締その他のすくい網の禁比)の設定を

行う漁獲努力:Pitの削減措置や資源、の結駆的培養措控，漁

場環境の保全般位について取り組むこととなり，海域全

体の資源管理体iJjlJも整いつつある。加えて、一部の会員

は春期のiff.¥穫量や稚ガザミの発生量が低調であること等

から，晩秋に漁獲した秋月!雌や小型雌の保護についても

~討を始めている。

問主主式さし網漁業については過去に，流通や漁獲実

態 D) f年放流効果凶符の報告がみられるもののかに

についての調査や知見は少ない。能漁業は①

漁具漁法および操業の筒{更さ，②漁獲物の鮮度の良さ，

③深海の水族に対しても適用可能なこと等11¥多くの長

所が知られ大規模漁業のみならず，沿岸‘海域の小規模漁

業にまで広く実施されている。しかし，潮流の速い有明

海で操業する fかにかご漁業者j からは漁獲量の減少に

宇料、効率的な操業の必要性や操業中 fかにかご」が正常

に敷設されていない可能性を指摘する戸がある。ま

龍漁業は全国に広く浸透した一般的な漁具であるが，憐

造或いは網釘等による漁獲選択特性や資椋管理に関する

知見山引は多いが，能の敷設状況を詳細に誠ベた事例は

ない。
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そこで，有明海|笈の「かにかごi(!.¥業jについて操業時の

漁具敷設状況と漁獲関係， 1決業11、?における「かにかごjの動

態をz淵査・実験し，問題点のtlJJIJけと対応について倹討した。

なお，これ以降は「かにかごjを{箆jとJ呼称することとし，総て

の調査および試験には実際に操業で!日し、られている能を使

用した。

方法

1 .操業実態

(1)開き取り等調査

福li'rd県有明海ガザミ育成会の会員を対象に1mき取り調

査を行った。 y(i'具に|到することの他， 1決うた実態の変遷等

について!盤以した。

(2)敷設状況調査

，U，品交は'07{1三2)こ]から'11{1三り3にかけて合計7ltiJ，簡易潜

水器を用いて漁業者がt始業する漁場において能の敷設状

況を I~l 視で縦認(r~tJ ，転倒J，I横転J，11:fiJ立j の4

額イヒし，計数した (1玄]2L なお，有明海は特有の濁りや

速い潮流のため，水中カメラの{史)IJや )çì):ijJ Il~fの 1] tY~11Ú[誌

をねうことができなかったが，潮流の強弱にfl'う能の安

定性等を考慮すれば，この手法で1m題ないと判断した。

(3)入寵試験

付け部を入れた能4個を流水滋気方式の}ぷ:タトFL]J彩水被

(直径×全dii=3，OXO，8m) に設jhfし，その悶lJHにガザ

ミ1001るを配して241lJil11J後の入能状況を把促した (1な]3)。

能は設[技場所に伴うガザミの入能変化を除去するため，

対称位ii_立にある誌が同じ!放設状況になるよう ~iE置と Ilt~倒

を交互に繰り返し，合計51EJ行った。なお，供試ガザミ

はストレス等による活力低 1"の恐れがあるため，試験回

次i毎立に1蝦駒馴J品却JI致をわ二いj逝1ti

ある例体を汗iいし、たO

(4)出議試験

止水気方式の室内角形水機(全長×全rllft{x
2， Ox L OXO， 8m) を用い，付け自耳が1!在し、能の 1'1"にガザ

ミ20J毛((11し，正ittと転倒の各l[θのみ23足)入れ，記

をilミ{校および転倒の繰り返し試験を各6閲ずつ行った。

なお，水11U，iのl料には付け艇を設設するとともに，試験時

II\Jおよび供試ガザミについては I~Íj項の条 1'1:に従った。ま

た，ガザミの出能状況を確認するため，どデオカメラ撮

影を行うとともに，能内に残存した的体および)I~出した

嗣休日IJに， 13七試ガザミの全Ijlrll話長を測定した。

2. 敷設機構解明

詑の敷設機構を解明するため，漁{.j{}から能が海へ投入

-2-

され宕!立するまでを「投入調査J，1:記が;jft底してから潟、

船へ回収されるまでを l ;j~n~後調査J に大別し，各試験

を;)ミ:泌した。

(1)投入調査

能l底i企iのrlJ央部位に3事jl!)JII Jili I支計 (Onsettl=製 HOBO

Pendant G Logger UA‘004-64)を図4の通り設置し，

投入からお法後における能の各方11刊411における加速度変

化および額斜角度変化を1秒間隔で記諒した。調査は実

際に操業する漁船で行い，延べ581立!の記録データを調査

部次釘ーに.11111L¥，時波数成分の千二渉や処.r:rP:illlJ1製が少ない

DFT解析を用いてノイズ(高周波)成分を特定，除去

し，続時変化を把促した。 i玄J5tこ加速度データ解析フロ

ーを示す。これら3iI4l!}]IriJの)JIIJili}Jt変化および傾斜角度

変化の結果を能の敷設状況lJIJ:Ell¥諭航(表1)から判断し，

詑の投入状況を f沈降J，r谷底fB:後J，rバウンドJ，r主7
}ii; J 5JI]に 把 隠 し た 。 但 し 沈111むについては計測機器

の性質を緩み，参考11立に臨めた。なお，これら解析の一

部は株式会社京京久栄に委託した。

図2 乏のう設設状況

関3 入能試験の概主主

図4 311河IOJlliさ皮rI1-(/);ii: ji"{綬
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表1 3 II4b ;J[l i2I gf;l十の数設状況;iJIJ.E!l!論依

Y'IliJ力日込I!交 Cm/s') 0 

Z翁IJ}Jll述皮 (m/ジ o
X事JlJ傾斜角度 (0 ) 0 

Y射IJj奴若干↓fIJJ;J，芝 (0) 90 

1戦傾斜f今度 (0) 90 
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の箆は専ら外的姿l玄lである潮流によって動作す

ると考えられることから，能が滑り始める流速(以下，

「滑始流速j と記載)と転倒する流速(以下転倒j流

速」と記載)喜子金ら lIi の手法に準じて数億イヒするため，

平均的な2磁類の能(以下 rAJおよび rB Jと記す)

を用いて抗力および1¥"irJJ::1祭捺力の主将定を:n.った。 また，

y(立場における確認試験をI、の不法で、実臨した。

1)抗力の顔定

抗力のlJ[IJ定は独立行政法人水産大学校が所有する大

期間流実験水機 (JAPAN AQUA TEC社製1インベラ

式水平循潔型:全長×全I版×金高=13. 6 x 5. 1 x 1. 9m) 

で、行った。概要を図6・1に示した。実験に際し，流れに

よる箆誌面の影響を無くし流体安定~性の確保をi滋るた

め，鋭{象構造化した能を用いた(図6・2LiJllJ定には抗力

(主将lJi時LU-5KA)を{制し，増幅器(共平J:Ji'政 'DPM峨

611P)で電気信号を増i揺させたのち，受信マルチレコ

ーダー(GR即 日TECMC6800)で記録，印字した波形

グラフをデジタルノギスにより小数点第2位まで読み取

った。なお，大型回流実験水機の表示流速と観主!IJ部伎の

流速に恭子の誤差が生じるため，予め総社[IJ部位に流速言1-

01'0:11電探 CM-1SX)を設置し，表示流速との関係式

を;:J:とめ，次式により捕ました。但し V m はおliJE流速

(111/s) ， V sは表示流速 (m/s) とし

司 3句

思6-1 火夜間流水燃の主主姿

畿の。
② 45 

990 

関6-2 会Hs主化箆 図6-3 流れに対する総角度

Vm=0.9718Vs 0.611 (R'口 O.9999) 

流速はO.2111/sからO.8111/sまでO.1m/s毎に7段階，流

れに対する角度はi玄16-3(こ示した通り 3段階(0 0 ， 45
0 

， 

900 
)に変化させ，それぞれの抗力を測定し，前述の関

係式で補正後， 0.5倍して良値とした。 i虎*11]の抗力は

流j去のべき乗に比例するので次式悩で表した。 {11し D

は抗力 (N)，Vは流速 (m/s) とした。

D= a V b ..① 

2)静止摩擦カの灘定

的l1:.摩総力のiH日定は角形+l1!j(全長×全幅×全高ヱコ2.0

x 1. oxO. 2m) に成材を数き，底材がi支る程度に海水を

入れ，能を:没i註した。能は重心位置でテトロン糸

1[1寺に水面と平行になるよう定滑車を設け， lJgf直方向

にニュートンパネ手rを曳くことにより，能が!WJき始める

{ill[を読みとった。次に， lkgの鎌を載せ，能の垂直カを

地力11させ同慌の実験を行い， 1kgずつ錘を迫力IJして合計

4kgになるまで繰り返し行った。なお，底材は天然fff.l，t誌

の砂泥質 (~!dφ=2.3，合泥~t:s. 2 1. 7%) と援砂域を

した砂質(出 φ=1.0，合泥率1.8%) の2種類を使用す

るとともに，揺はlEi(tとillえ倒の2パターンで実施した。

こうして得られた詰[IJ定値安mし、て次式恥により解析を行

った。侭しずは!lltll::摩擦力 (N)， μは防止際擦カイ系

Nは垂直力 (N)，Aは半It若カを臨みた定数である。

F=μN 十A." ②
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3) 滑始流速と転倒流速の試算

m. f;.合流速は①式および②式のß~J{系から，海底 iÍlÎが平1:J1

で、位の揚力は版めて小さく無視できると仮定し，能の水

LIJÆftitをmいて次式により求めた。但し Vs は十ì~J'始流

速 (m/s)，W ¥¥は詑の水中主!il:(kg)， gは重力加速度

(m/s') とLtこ。

Vsニ exp[11b 1n ((μWw g十 A)/a)] 

転倒流速は①式から，詑底而iフレームの~}与を支点に

転倒をj出こし，抗力の作用位置が投影lui枯の1:1:1心にある

と仮定して次式により 4とめた。但し V，は転倒iift速

(m/s)， L，は詑虫心から支点までの水平距離 (mm)，

1-1 は投影 lì6lîiの中心からフレームまでのm~医Chlli帥 (mm)

とした。

VT exp [1lb1n ((W¥¥gLu) /aI-I)] 

3. 漁具改良試験

改良策として考えられた「校制位障を変児した1iilJお

よび r1支加を l~ くしたfiむの2Fl\類について投入調査」

を延べ3011i!1iミ脳するとともに，政設状況を担促した。な

お， r 1支制{立i泣を変児したffヒjとは詑のJJi1WJ1立iから|二 iE

IÚÎへ~支出liの取り十j け位[i~;:を変史したもの校制を長く

した佑j とは従米の校制よりも約1m長くしたものを指

結果

1 .撮業実態

( 1 )聞き取り等調査

f筒i記ヒは各j江ßかE宇:~tif

に大きなi差をはみられなかつたO 記の外観は折りたたみ可

能な鉄製フレームで半w状，底liiIは円形若しくは桁IIjJI予

を成し， fJ[lJIIIIのliij後2ヵ所に漏斗料のl)tJ1二1tfllを持つ横1:1

fiとであった。平均的な詑のサイズは底的iが正c径がJ80cm

付加~])1ラの場合でも，差はlOClll;/c.: 11:1:0， I市さが約30C111

で， 6U!'iのナイロン製(蛇又結i1l))料l也により部われて

いた(庇iuiのみポリエチレンの能も有)。なお， nu漁業

の導入時点の詑と対比した場合，プレーム情造等の変更

はなかったが，制l也はポリエチレンからナイロンに材質

変更がみられた。

1~j7に示したとおり，詑の操業別 IHJ は近年，匂業者で

約2ヶ月 II¥J，ノリ兼業者で約4ヶ月間の短縮がみられ，特

にノリ兼業者の多くは休ぬ状態であった。 '88 i l三tn以 I~íj， 

匂業者は詑， mリ制p 交互(i初i5itの強弱によって漁法を変

更)の3J'l'[化され，ノリ兼業者は'c1r業主i-のiH1，11;に則した

漁獲を順次実施していたが 'S9年頃以i年から者業隻数
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の減少や凶示のような4業者のl本化が顕著となった。

また， J魚1UUlII¥jは{既ね12月から翌年5月に掛けてである

が冬期，ガザミは不活発なため尖質的に存期が主治WJと

なっていた。 漁場はt-:に水深15m以浅，使用漁船は5ト

ン未満のラインホーラーを装備した3級漁船で， 200~ 

300iiむを右舷側からJ易制し1能毎lこi[.(1，獲物を取り出し，付

け餌を入れ投入準備を行いながら総ての詑を揚げてい

た。投入IIIfは， ~~(水 m')'に lflU怠 iÚÎが 7J<:lírî と ljZ.わになるよう

左舷fJllJから船i去を|二げ投入していた。なお，従事ノ、員や

操業11寺II"j，i，l漁f丹I魚.fl立(1，1強企釘t後支におけるガガ、ザミの活力品純If佐i主;持やJ出へ1幻tl荷にヨ奈三

る一述の作業i等守は2以既~正Eι;上汗河川i半け':~けr十'11" 

(2引)敷設状況調査

表2に示したirliIt) ，調査l:ril次による九三がみられるもの

の， IEil'i:した詑数は平均fI1'(でイ'MIJをド|司った。潮流の強

弱による差は認められなかったが ， 7ftのリ~X設状況による

i~~は有志で、あった (Friedman rank SU111 test pく0.05)。

(3 )入寵試験

試験結果をほ1Stこ示した。総ての調査]iII次でiEii(i:した

fruは転倒した出よりもガザミが1.5~3. 7倍多く入詑した

(MamrWhitney U-test pくO.05)。

(4) 出鏡試験

試験結果をは19に示した。ガザミの 11\能数は正 ì~~;: した

詑が0~1j尾と少 iitであったが，転倒した詑は3~11尾と

多く，有ななが認められた(t -test pく0.05)。 ゾ'J，

ピデオカメラJ1il!詳した映像を検証した結果，sJi ~~~~に tHl内

を移動するガザミが多数みられ，その~-if[1が lli.J 口 1;:11 に間l

専業者

-1988年

月

王卒業者

1989年 ~

図7 月日1)カザミ漁業社討議史実態

表2 紋設状況調宣結果

I'J ふi!iタ [[l!:( 中三fzせ K七{I!ii， fi~J 立

2007/2/26 小;I:yj 1. 5 36. .1 13.6 .15.5 100 

2008/2/28 'J、ii'JI 81. 6 11. 3ゐ日 。。 100 

2008/.1/15 1之l':Yl 11. 1 88.9 。。 。。 100 

2009/3;9 cl';m 83.3 16. 0.0 。。 100 

2009/3/23 仁!'i羽 8.3 91. 。。 。。 100 

2011/3/1-1 小ん 21.1 78り 。、 O 。。 100 

2011/-li13 小l.;'JjI6.7 ~6. 7 。。 ~6. 7 100 

'je 与 37.3 19. 3.0 10. .1 100 
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平均入覧室長喜数(廃) 口lE言霊園転倒
10 

。
5 @]次

図8 入能試験結果

平均鋭tl:lJi塁数(廃)
10 

4 

。
ま鐙 転倒

図9 出能試験結果

を掛け漏斗網の網目を利用して脱出する傾向が伺えた。

特に，転倒した龍で顕著にみられた。箆から脱出したガ

ザミの全't1幅長(l39::1=25mm) と残存ガザミの全eflj煽

長(142土22mm) の差は，箆の敷設状況に係わらず認

められなかった (Mann-WhitneyU-test p>0.05)。

2.敷設機構解明

(1)投入調査

投入時における舘の加速度およひや傾斜角度変化につい

て， lEt置で着底した結果一例を関10-1，転倒jで、若底した

結果一例をj議10・2に示した。漁船から海上へ投げ込まれ

た能は沈降，海底に達し着底するが直ちにえま底した能

は稀で，その多くは海底で、バウンド後に着底した。正置

で着j底した龍の69.0%は表底直後，既に正置状態で、あり，

着成直後に正置状態でない箆が正置で着底した能は1.7

%で、あった。また，バウンドの経過時間は正置で着底し

た場合で23::1=15秒，それ以外の場合で40土14秒と有意な

援が認められた (Mann-WhitneyU-test pく0.05)。

(2)藩底後調査

1)誌カの澱定

流れに対する角度5:¥IJ抗力について， Aの結巣を図11・1，

Bの結巣を図11・2に示した。何れの能も流速が速くなる

と抗力は増加した。但し Aについては，その楚がほと

-5-

んどみられなかった。最大抗力となる流れに対する角度

はAが45
0

， Bが90
0

であり ，B は45
0 ， 0。の順で抗

力減少が顕著で、あった。また AとBを比較した場合，

流れに会iする角度がO。および450
ではA，900

では8

が高い抗力となった。

2)静止摩擦カの溺定

龍を正置した場合における底材日IJ静止摩擦力の結果を

図12・1に示した。 Aの静止燦擦カは総ての底材でBを上

回った。また，砂泥費のほうが砂質よりも静止摩捺カは

高い傾向にあった。能を転倒jした場合における底材別静

止摩擦カの結果を閤12・2に示した。能を正援した場合と

同様の傾向がみられたものの，i長直力に対する静止摩擦

カの値は総じて低い値となった。

10 

ー10

20 

180 

150 

120 

90 

60 

30 

綴斜角度(")
バウンド

駁10-1 投入H寺における鐙(五窓)の

加速度および傾斜角度変化

!JO i藍Ji(m!s') 20咋…

10 

8 

10 

向 20

180 

150 

120 

90 

60 

30 

バウンド

図10-2 投入待における緩(転倒)の

加速度および傾斜角度変化
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抗力 (N)
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図11-1 角度)JIJm:jJ (入)結果
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ヰ
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図11-2 角度別抗力 (B)h古来

3)滑蛤流壊と転傍i流速の試算

は抗力が最大となった流れに対する角度のIE:J帰

式をそれぞれ使用することとしAは45
0

， Bは900

を選

択，結果を表3に示した。

消始流Jiliはを ~IEíì'J: した場合，能の給打iを問わず，砂

質で0.45m/s，砂泥質でO.56~0. 57m/sで‘あった。 ブ1]，

能を転倒した場合，能の磁類を間わず，砂i1fで0.34m/s，

砂泥買でO.53~0. 55m/sであり iE置に比べ各々低い1ui

を示した。

転倒流速は話1をJ.Iミ置したiA-合 Aでし 11m/s，Bで、

1. 26m/sであった。，能を転倒した場合 Aで0.94

m/s， Bで1.09m/sと， JE慌に比べ低い値となった。

成後，rraの各方向指IJにおける加速度および傾斜角疫

の変化は認められなかった(関13)。

3. 議異改良試験

「校純位誌を変吏した龍Jおよび「校踏を長くした

の代表的な調査結果を図14-1，関14引こ示した。何れも

従来型と同様，正直でおけ底した多くの能は若成直後，既

に正控状態、で，海底でバウンドした後に着底した。また，

バウンドの経過時間も「校縄{立霞を変更した箆j が正佳

で者底した場合， 26::t 17秒と従来型に対して有意な差は

認められなかった (Mann-WhitneyU-test p>0.05)。

-");，敷設状況についてみると正註した能は「校縄位

静止摩擦力(N) 
35 
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関12-1 法材号IJ，'治lti'矢擦jJ (JE従)結果
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留12-2 成材>)IJ，なす!とl李総j) (転倒)結果

表3 i'i'f安全流速および転倒流速の試算結果

総ぴ)jl:度 ま露支 丑 幸三i討 転倒

録的f議 A 日 A 日

五i大t/UJ角fき 90 90 

大統JJ係数
21. o:: 21晶 iI 21.82 

l. 93 1.80 l. 93 1. 80 

京{干者〈
1.110.580.94 O.5D 0.820.350.710.31 

-3.69 -1. 20 1.56 -1.20 -0.76 -1.19 -0.37 

始。立 (0 ¥'s 0.57 0.45 0.56 O. .15 0.55 0.3.1 0.53 0.3-1 

.j('!'，e緩(闘) Lo .103 280 309 

主去最crri隊 i阻〕 日 1.16 137 146 137 

転151波法 (l:J S) ¥"t 1.11 L 26 u.9.j 1.09 

20 ，t謂透度

10 

Z草遺

Y穀

X季語

選霊感 8時翻

的|傾斜角度ド)

150 

120 

Z警告

60 Y幸吉

30 

X塁審

最安底 2 4 6 8時間

図13 3j¥:底後における総(五円)の加速皮および傾斜角度変化

-6 
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加速度 (m/s')
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図14-1 校総位を変更した総Jの

加速度および傾斜角度変化
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図14-2 校締役長くした能j の加速度および傾斜角度変化

i置を変更した龍」で78%，r校縄を長くした能Jで62%

と，変更前の正置率39%に対して大きく上回った。

考察

有明海区における箆の敷設状況を調査した結果，箆の

約6害IJは潮流の強弱に係わらず正常に海底敷設(正Tff)

されておらず，転倒した龍は正置した能に比べ入能で

45.4%減，出諮で36.6%捕と治、具能率が低下することが

明らかとなった。能の漁獲機構についてみると，人誌の

場合は付け餌の誘因効果出)や I，~殻類に知られている走蝕

市 7向

性:;1)に起因するところが大きく，ガザミは正置した箆で

緩やかな操斗縮から関口部へ誘引されるが，転倒した龍

では構造上，鴇斗絹に角度が生じ，ガザミが関口部へ移

動する機会が減少するものと考えられた。一方，出箆の

場 合 隠 れ 家 探 し 行 動Jや「縄張り行動」などの空陪

，:':i有行動21 山と相まって小型ガザミのみならず，大型ガ

ザミも箆内で活発に行動する。その多くは転倒で海底と

接した能J二部にt特集し，正霞と上ヒベ漏斗網の取り付け位

置が数cm低くなったことで¥関口部から脱出する機会が

増加したと今えられた。こうした関口部からの脱出につ

いては「敷設から船上に龍を回収するまで8割にも上るJ

と云う試験結果却もみられること等から箆，とりわけ横

口箆は他のrf~\Jえと比べ「漏斗絹および関口言j\の形状j に

よるものが大きく，物i理学的意UJi弱である網目選択のみで

漁具能率を検討することは拙速で且つ不十分であり，前

述した生物学的奴IJ而を踏まえた熟慮が必要で、あると考え

られた。

次に，龍の敷設機十件であるが，漁船から海上へ投げ込

まれた箆は沈降し海底に者底直後，バウンドを経て着底

することが判明した。能を立三註する有効な手段として，

者底直後における能の状態を正置に成して，バウンドの

経過時間を20秒以下に短縮できれば漁具の安定性が向上

し，蒜底直後の註した状態のまま3j1i-底することが明ら

かとなった。この安定性を臨書する要国について，後述

する成果からも係留系の f校縄j による張力の影響が強

く伺えたが着成後調王立j 結果で得たような数的娘拠

でには至IJらなかった。今後，効率的に改良?訟の

検討を進めていく上でも，安定阻害要因について数政解

析面から特定する必要があろう。

一方，能漁業の主lf~\J努は砂泥域で，正置で、きなし

多数であること等を鑑み 実験結果から汗H合流速は約

0.5m/s，転倒j流速は約lm/sと推察できる。有明海の平

均流速はO.1 ~O. 5m/s"Jであることから， ~{底後のは

滑始および転{到することなく，その姿勢のままで変化す

ることは少ないと考えられ，漁場内の確認試験において

も平均流速0.3m/sであるが変化は認、められず，前述を

裏付ける結果が得られた。また今閤，選抜した2縁類の

箆は他の龍と形状や大きさ等に目立った差~~も認められ

ないことから，こうした傾向は龍漁業全般的な事象であ

ると捉えられた。なお，有明海区の龍漁業には，このほ

カミ 「し、カミカ冶」 と「雑魚かご、漁業」の2種類あって，

何れも校縄の取り付け位置が本報告と同一である。しか

しながら，前者は大型のため抗力が大きく転倒する恐れ

がないこと，後者は転倒しでも関口部の先端が閉鎖構造

を有するため出箆の影響がないことが挙げられ，本報告
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で取り上げた漁獲問題は ほとんど生じないと考えられ

た。

改善策であるが，①校縄の変更と②能の改良に大別で

きる。本報告では①校総の変更について「枝縄位置を変

更した龍」と f校綿を長くした能Jの2手法について試

験を行った結果，正躍した龍数は前者で78%，後者で62

%と従来型と比べ飛躍的にt~大した。これは，前者は校

縄から引っ張られる従来の投入傾向と変化は然、いが，着

底するi擦に能の前面全体で当たるため支点作用が消滅し

たこと，後者は枝縄延長による張力減衰によるものと推

された。また，バウンドの経過日寺開はlE置で、清成した

能の敷設機構と類似した。これらの改良内容を能漁業者

に説明し，検討が為された結果， r校縄位置を変更した

能Jについては能上面のフレーム強度を校総を長く

した能Jについては船上作業の効率低下や安全性を挙げ，

早急な改良能の導入は関難で、あった。今後，コストや労

力等の効果試算を通じて理解を得ていく必要があると考

えられた。問みに，能上面に校総が備わる豊前海区のf濯

を用い敷設状況調資」の試験を行った結果，正置し

た龍は約8害IJと高く，改苦策で提唱した「校純位援を変

更した能Jの有効性を裏付けた。続いて②能の改良であ

るが，敷設機構で触れたように龍が転倒した場合でも正

置時と同じ高さや角度となる漏斗絹の設置や閉鎖構造若

しくはそれに準じた関口部の改良等が考えられた。但し，

何れも未偶発のため，さらに長い検証時間が必要となろ

フ。

①校給の変更や②能の改良等による漁具改良が行われ

実捺の換業に導入された場合，大幅なrf~、具能率の向上が

見込まれることから，ガザミ資源、を永続的に利用するた

めには的確な資源量および漁獲努力量の把慢が重要な鍵

となる。特に，能漁業で最も重要さな漁獲物は泰男jの大型

雌であること 9，25lや共有漁場であること 10出)等からも

うした懸念は十分理解できょう O
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