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群馬県水産試験場研究報告第四号 (2012)

キーワード。遊漁対象魚 ・引きの強さ・評価方法 ・釣獲特性

釣獲時の魚の引きを測定する技術の開発

泉庄太郎 ・神津裕平・清水延浩・小西浩司

一般的に、遊漁者が遊漁対象魚を評価するポイントは、遊漁対象魚の姿形の美しさ、釣れ

やすさ、そして釣獲時の引きの強さなどである。姿形の美しさ、釣れやすさは、数値化が可能で、

これまでにも客観的な評価がされてきた 1-6) しかし、釣獲時の引きの強さに関しては遊漁者の

主観的な判断によるしかなく、同魚種異系統間での遊漁特性の比較や、新規に遊漁対象魚

種を開発する場合、評価が非常に困難で、あった。そこで、本研究では釣獲時の引きの強さを

数値化する技術を開発し、遊漁対象魚の「引き」を客観的に評価する方法を確立することを

目的とした。

ルヘッド、系は左腹鰭を、箱島系×スチール

ヘッド系は脂鰭を切除し標識した。各系統

1 供試魚 100尾を5.5mX4mの屋外飼育池に混合放

供試魚には川場養魚センターで生産したニ 養し、 一週間期11致させた。なお、周11致期間

I 材料および方法

ジマス Oncorhynchusmykiss 4系統、すなわ 中は無給餌とした。

ち、早期採卵系(平均体重 188g)、箱島系(平 2 引きの強さ計測システム

均体重 95g)、スチールヘッド‘系(平均体重 デジタルフォースゲージ、釣り竿、釣り竿

130 g)、箱島系×スチールヘッド、系(平均 固定器具、釣り糸、釣り針およびノートパソ

体重 120g) の l年魚を用いた。 早期採卵 コンを用い、引きの強さ計測システムを構築

系は鰭切除なし、箱島系は右腹鰭を、スチー した(図1)。デジタルフォースゲージは日本

ノーミソコン

にう 哩告

図1試験装置の概要
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需産シンポ製の FGP-5(定格容量=l:50 N、 供試した。

表示分解能力 0.01N)、釣り竿は直筏約 2.5

cm、長さ約2mの丸棒材の先に約 73cmの

グラスファイパー製市販釣り竿先端部を取り付

けたものとし、釣り竿回定器具は一般建築資 1 釣獲結果

材の挙管と単管グランプで作製した。釣り糸 4日開の試験期間で、早期採卵系 13患、

E 結果

には伸びが少なく糸切れのおそれが少ない市 箱島系 22尾、スチーノレヘッド、系日産、箱

販のナイロン糸、釣針には株式会社オーナー 島系×スチールヘッド系 13尾が釣獲された。

ばり製「マス鈎7号ナイロンハリス1号付き 33尾がパレたが、スレ掛かりは0患であった。

を使用したc ノートパソコンには岡本竜産シン 2 釣獲魚体意と最大瞬間引力との額保

ポ製の FGPシリーズ用データ取込みソフト吃 釣獲魚の魚体重と引きの強さの最大値(最

りえもん USBJをインストールし、デジタル 大瞬間引力)との関係を図2に示した。各系

フォースゲージからのデータを経時的にパソコ 統の魚体重と最大瞬間引力との相関係数(ピ

ン内部に記録するようにした。 アソンの相関係数)は、早期採卵系が

3 釣獲試験 0.679、箱島系が 0.416、スチーノレヘッド系

釣獲試験は 2011年 12月 19日から 12月 が 0.740、箱鳥系×スチールヘッド系が

22日までの連続した4日間行った。釣り餌に 0.586で、すべての系統で正の担額が認めら

は釣り館用のイクラ、あるいはそれと同大のプ れた。

ラスチック製疑似餌を用いた。釣り餌をつけ

た釣針を飼育地に投入し、デ、ジタノレフォース

ゲ、ージのキャリプレーションを行った後、供試

魚が釣針lこ食いつくまで、自視で観察した。供

試;魚が金いついてから約 5分間、1/10秒毎

にデ、ジタルフォースゲージにかかる力を測定

し記録した。釣針が口吻ではなく体表にか

かった、いわゆる「スレ掛かりj の場合、お

よび、 口吻にかかっても 5分間の測定時間

内に釣針が外れる、いわゆる「パレたJ場

合は結果にカウントしないこととした。釣獲さ

れた供試魚は、取り揚げた後 FA100(大日

本住友製薬株式会社)で麻酔し、標識の確

認と全長、体長、体重の榔定を行った。測

定後、釣獲用の餌宵池とは別の鈎背池へ収

容し、 1日の釣獲試験が終わった後、釣獲

用の飼育池へ再び摸して翌日の釣獲試験に
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図2釣獲魚の魚体重と最大瞬間引力との関係

3 系統による最大瞬間引力の相違 箱島系が 0.018、スチールヘッド、系が 0.022、

釣獲魚の単位魚体重あたりの最大瞬間張 箱島系×スチールヘッド、系が 0.025で、箱

力、すなわち最大瞬間引力・魚体重比 島系×スチールヘッド、系が最も高かった。ま

(N/g)の値をニジマス4系統毎に分けて図3に た、系統聞の単位魚体重あたりの最大瞬間

示した。各系統の単位魚体重あたりの最大 張力の値を比較したところ、有意な差が認め

瞬間張力の平均値は早期採卵系が 0.013、 られた(一元配置分散分析法 :P<0.05)。
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図3 ニジマス4系統の最大瞬間引力・魚体重比例/g)

臨考察

一般的に、ニジマスなどの筋肉のほとんど

が速筋である自身魚の釣獲時の引く力は、

各魚体の筋肉量と正の相関があり、各魚体

の筋肉量は各魚体の体重と正の相関があると

予想される。すなわち、ニジマスの引く力は

魚体重と正の棺関があると考えられる。今回

の実験結果は供試したすべてのニジマス系統

で釣獲魚体護と最大瞬間引力との関係に正

の相関が認められたことから、この仮定を裏

付けるもので、あった。 このことにより、 f大きい

ニジマスほど引きが強いj と言う釣り人の感覚

的な評価は科学的にも正しいことが確認され

た。

本研究では、主に工業分野で用いられて

いるデジタルフォースゲージを科用して、釣

獲時の引きの強さを数様化する技術の開発に

成功した。この技術は同;魚種間でも系統毎

の最大瞬間引力の違いを数値化できることか

ら、今後、水産分野で、比較的新しい領域で

ある遊漁対象魚、の開発、特に遊漁、者の求め

る引きの強し、魚の育種に大いに役立っと考え

られる。
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