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道東太平洋におけるスルメイカの魚群探知機の反応

坂口健司

北海道立総合研究機構水産研究本部

Echo巴sof Japanese common squid Todarodes pacificus off the Pacific coast of eastem Hokkaido 

KENJI SAKAGUCHI 

Hokkaido R巴searchOrganization， Fisheries Research Department，ゐichi，Hokkaido 046-8555， Japan 

We measured daytime echoes of Japanes巴 commonsquid Todarodes pacificus off the Pacific coast of eastem Hokkaido in 2009 

and 2011. We recorded the echoes of squids with approximately 15阿 25cm mantle length， occurring at a depth of 15-100 m and 

temperature of 3-120C， in the water column over th巴 continentalsh巳If.Th巴seechoes， which ranged in height from approximat巴Iy10 

m to 50 m， w巴redistinguishable from the small echoes of the other marine organisms， which aggregated near th巴 surfaceand upper 

layers 

キーワード:echo， Todarodes pacificus，エコーグラム，魚群探知機，スノレメイカ，道東太平洋

重要な水産資源であるスルメイカ Todarodespacificusの

来遊量を予測するためのデータは，主に調査船調査で得ら

れている。現状では 1日の調査実施点数は，し、か釣りで

1-2点，表層トロールで数点に限られる(山下ら， 2012)。

しかし，本種の太平洋での分布は日本沿岸から東経165。付

43'N 

42'N 

F i g. 1 Survey area and acoustic transect lines off the Pacific 

coast of east巴mHokkaido. The shaded region indicates 

the acoustic survey area. Solid lines indicate transect 

lines off Hiroo and Ootsu in August 2009 and 

August 20日.Arrows (stations A-E) and black dots 

(stations a and b) indicate squid jigging points and 

temperature observation stations， r巴spectively.

報文番号A486(2012年12月3日受理)

近までと広い(森， 2008)。その結果，局所的に集群する

イカ群を見落としやすい状況にある。この問題を改善す

る方法の1っとして，調査線上の分布を連続的に把握する

計量魚群探知機(以下，計量魚探)の調査がある。

計量魚探の調査では，得られたエコーグラムから対象種

の反応を識別する技術や知見が必要となる。エコーグラ

ムの種判別は解析結果の信頼性を左右する重要な要素で

ある。しかし，スルメイカは鱒を持たないために音響反応

が弱く (Poote，1980)，その反応を識別して抽出すること

は難しい()11端， 2003，藤野ら， 2010)。本研究では，道

東太平洋におけるスルメイカのエコーグラムの反応を，い

か釣りによって確認し，その特徴を検討した。

Tab le 1 Res巴archdates and time， locations， and number of 

jigged individuals off the Pacific coast of eastern 

Hokkaido， in 2009 and 2011. 

Research date Time Station Location No. of jigged 
No N E individuals 

2009. Aug. 24 10:23 A 42'09' 143'31' 4 
11:20 B 42'10' 143'34' 112 
13: 17 C 42'14' 143'42' 27 

2011. Aug. 21 14:58 D 42'27' 143'47' 20 
15:45 E 42'28' 143'49' 32 

T巴1:0135-23-7451. Fax: 0135-23-3141. E-mail:sakaguchi-kenji@hro.or.jp 
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F i g. 2 Echograms of Todarodes pac[ficlIs fished off the 

Pacific coast of eastern Hokkaido in August 2009 (A-
C) and August 20 II (D and E). Thin arrows indicate 

squid school echoes occurring during the acoustic 
survey. Curved arrows indicate periods during which 
thc ship returned and stopped above thc cchoes. Thick 
arrows indicate echo巴sof fish巴dsquid schools 
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F i g. 3 Examples of echograms rccorcled cluring which no 

squid was caught off the Pacific coast of eastern 
Hokkaido. Thin arrows indicate echoes of oth巴rmarine 

organisms occurring cluring the acoustic survey 
Curvecl arrows are thc same as in Fig. 2. 

100m 試料及び方法

2009， 2011年の8月下旬に釧路水産試験場試験調査船北

辰丸 (216t)の言|量魚探 (Kongsberg社製 EK-60，38 kJ-Iz， 

ヒーームタJ *~7 )を用いて，道東太平洋の大陸棚周辺(水深

100 -300 m)に設定した訓査線を5.5-9.0ノッ トで航行し

エコーグラムを収集した CFig.l，灰色部分)。調査H寺刻は

6 - 1 811~j'の明る いH寺間帯とした。 言|ー丑ih探のパルス長は 1 .0

ms，送信周期は1.4sとし，キャリプレーションは制査の

約3ヶ月前に行った。

澗資線を航行中(こ，ほぽ反応がない状態のエコーグラム

に何 らかの反応が現れる度に， それがスノレメイカの反応で

あるかどうかを碓認するために，反応を通過した後，反応

の真上に戻って停船し，し、か釣りを行った。し、か釣りには，

船の右舷に設iltした6台の2述式自!ubイカ釣り機を)刊し、た。

仕掛けには，先端の錘の上約9mの位置から 1m間|痛で25本

のイカ釣り針を付けた。合計の主|数は300針 (25本x2*lix6

台)とした。仕掛けを降ろす深度は山現した反応の深度に

合わせて調節し，最大で深度120mまでとした。出現した

反応l回につき，仕掛けを海中に 1-5巨|降ろし，釣獲の有

無を確認した。し、か釣り終了後，調査線の航行を再開し，

次の反応の出現を待つことを繰り返した。調査線の近く

で表面から海底村近ーまで、の71<11.司令IJLit1リを行った CFig.1st.a， 

b)。

釣獲されたスルメイカを冷凍して陸上lこ持ち帰り， 実験
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Fig目 4Vertical profil巳sof the water t巴111pera旬reat station a 

(solid lin巴)in August 2009， and station b (brok巴nlin巴)

in August 2011. See Fig. 1 for the station locations. 
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F i g. 5 Mantle length distribution of Todarodes pacifzcus 

巴choes recorded off the Pacific coast of eastem 

Hokkaido in August 2009 (stations B and C) and 

August 2011 (stations D and E). See Fig. 1 and Tabl巴l

for the station locations. 

室で解凍して外套長を測定した。し、か釣りによって本種

がまとまって釣れたときのエコーグラムの反応を本種の

反応と判断した。本研究では，道東太平洋に設定した調査

海域の中で，スルメイカが多く釣れた2009年の広尾沖

と2011年の大津沖の調査線上の調査点 (Fig.l，Table 1) に

おけるEK-60で再生したエコーグラム(スレッショルド

は一 70dB) を用いた。ただし，補助的に用いたカラー魚

探による干渉反応がエコーグラム上に見られたため， TS 

やSVなどの音響反射強度についてはほとんど検討できな

かった。

道東太平洋のスルメイカの魚群探知機の反応 3 

結果

2009年は道東太平洋において16ヶ所のエコーグラムの

反応に対していか釣りを行い， 4ヶ所でスルメイカが釣れ

た。 2011年は24ヶ所のうち6ヶ所で本種が釣れた。

Fig.2のA-Eに，本種がまとまって釣れた2009年の広尾沖

のst.A-C，および、2011年の大津沖のst.D，Eについて，イ

カと考えられる反応の出現からし、か釣りを行った時のエ

コーグラムを示した。なお，すべてのエコーグラム全体に

多数見られる小さな点状の反応は，カラー魚探の干渉反応

である。また，主に釣獲時の海面から深度10111付近までの

赤色の帯状の反応は操船にともなう j包の反応と考えられ

る。

Aでは深度60一100111に反応(細い矢印)が現れ，反応

上に戻って停船し(曲線の矢印)，仕掛けを2回降ろした結

果， 4個体のスルメイカが釣れた。海中に降ろした仕掛け

が船体の下に入り込んだため，仕掛けの反応がエコーグラ

ムにV字状に映り，仕掛けがイカ群と考えられる反応(太

い矢印)のある深度80111付近に達した。

Bでは深度15-25111と80111前後lこ反応が現れ，反応上に

戻って仕掛けを深度80111までl回降ろしただけで， 112個体

のスルメイカが釣れた。この時に，反応は深度20-60111~こ

見られたが，仕掛けの反応も含まれている可能性がある。

Cでは深度15-100111に3つに分かれた反応が出現し，仕

掛けを深度80111まで降ろし， 27個体のスルメイカが釣れた。

釣獲時に深度15-30111~こ見られたイカ群と考えられる反応

は， f亭船前に同じ深度に出現した反応と形状が似ていた。

Dでは深度60-95111~こ2つの反応が出現し20個体のイカ

が， Eでは深度50-100111~こ 1つの反応が出現し32個体のイ

カが釣れた。イカ群と仕掛けと考えられる反応が見られ

た。

両年を通じて，深度30111以浅の表層に現れた小さな反応

の集まり (Fig.3上図)を対象に12ヶ所でし、か釣りを行っ

たが，イカは釣れなかった。また，数ヶ所で出現した鉛直

方向に15-30111の細長い反応 (Fig.3下図)でもイカは釣

れなかった。

スルメイカの反応が出現した水温は， 2009年に反応が出

現した深度 (15一100111) では約3-12
0
C，20日年の出現深

度 (50一100111) では約3-6
0

Cで、あった (Fig.4)。

B-Eで、釣れたスノレメイカの外套長は，範囲が15-25C111 

台，モードが20cm台 (C-E) と22C111台 (B) であった

(Fig.5)。

考察

計量魚探で対象種の分布を把握するためには，対象種の

反応を識別するための技術や知見が欠かせない。本研究

では道東太平洋におけるスルメイカと考えられるエコー



4 坂口健司

グラムの反応の例を示した。他海域におけるスルメイカ

の計量魚探調査 ()II端， 2003，藤野ら， 2010)から，本種

は38ほ-Izの計量魚探に映ることが示されている。本研究

では，反応の真上にある船から，いか釣りの仕掛けを反応

の深度を通過するように降ろして釣獲の有無を確認する

方法を用いて，本種を確認した。仕掛けを海中に数回降ろ

すだけで，多い時には数十個体かそれ以上のスノレメイカが

釣獲された。これらのことから，本研究の種確認は信頼性

が高いと考えられる。

8月の道東太平洋の大陸棚周辺における外套長20cm前

後のスルメイカの昼間の反応は，深度では15-100m，水

温では3-12
0

Cの範囲に出現した。本種の反応の形状は層

状ではなく，高さが10-50 m程度でlつまたは複数の反応

の塊として識別可能で、あった。また，表層の小さい反応の

集まりは本種の反応ではないと考えられた。

なお， Echoview (Myriax社製)を用いてst.Eで、出現した

反応の体積後方散乱強度 (SV) の頻度を見たところ，モ

ードは 64から 61dBに見られた。カラー魚探の干渉反

応は点状であるため， SVのモードに大きく影響してない

と仮定すると，この値は三陸沖のスノレメイカについて多く

見られたSVである-65から 60dB ()II端， 2003) とほぼ

一致していた。

三陸沖における夏の日中の本種の分布は，主に水深

150-250 m前後の海底付近に出現すると報告されている

() 11端，2003)。本研究での出現深度はこの報告よりも浅く，

海底から離れていた。この理由として，本種が道東太平洋

の100m以深にある3
0

C以下の低水温域を避けている可能

性がある。実証的な研究が今後の課題として残された。

これまでに報告されているスルメイカの反応(川

端， 2003，藤野ら， 2010)は，海底付近を広範囲に抽出し

たものが多かったため，底魚類など他の生物の反応も少な

からず含まれることが懸念される。一方，本研究の道東太

平洋で得られた反応は，中層の比較的独立した反応として

識別することができた。ただ、し，この海域の海底付近にも

スルメイカが分布するなら，その反応の識別方法について，

更なる調査研究が必要である。

本研究によって道東太平洋におけるスルメイカのエコ

ーグラムの反応の特徴の一部が明らかとなった。これら

は本種の計量魚探調査を実施して解析を進める糸口にな

る。さらに精度の高い解析のためには，本種について音響

干渉のない計量魚探データを収集し， TSやSVなどの音響

特性を種判別や分布量推定に活用する必要がある。
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道東太平洋におけるスルメイカの魚群探知機の反応

坂口健司

スルメイカの魚群探知機の反応を識別するために， 8月

の昼間の道東太平洋におけるスルメイカの反応の特徴を

検討した。外套長約15-25 cmのス/レメイカ群のエコーグ

ラムの反応は，大陸棚上の深度15一100m，水温3一12
0

Cに

出現した。スルメイカの反応は，高さが約10-50mで，表

層の小さい反応の集まりや層状の反応ではないため，他の

生物の反応から区別可能と考えられた。

A486 北水試研報 83 1-4 2013 

暑寒別川における異なるサイズで放流したサケの河川回

帰率

賓吉隼人，宮腰靖之，工藤智，河村博

サケは放流サイズの大型化が海洋生活初期の生残を向

上させると考えられている。北海道日本海北部地区の暑

寒別川で1995年級群土 1996年級群を用い，放流サイズが異

なる2群を標識放流し，河川回帰率を調査した。放流時の

平均尾叉長および平均体重は1995年級群の小型群が49

mm， 0.95 g，大型群が54mm， 1.32 g， 1996年級群は前者

が46mm， 0.77 g，後者が51mm， 1.09 gで、あった。回帰調

査は1998~2001年に回帰した3~5年魚の雌を対象とし，採

卵時に耳石を回収し標識の有無を確認した。回帰率は

1995年級群の小型群が0.105%，大型群が0.097%，1996年

級群は0.109%と0.138%であった。 1996年級群の回帰率は

小型群に比べて大型群が約1.3倍の差がみられたが， 1995 

年級群は差がみられず，放流サイズの大型化が常には回帰

率を向上させないことが示された。

A488 北水試研報 83 13-17 2013 

給餌率を変えて飼育したマツカワ稚魚の成長率と肝臓成分

高谷義幸，佐藤敦一

マツカワ稚魚の成長率を生化学的指標で評価するため

に，肝臓の成分分析を行った。 4段階の給餌率で飼育した

実験魚を1か月にわたって毎週サンプリングし，瞬間成長

率 (SGR) と生化学的指標との関係を調べたところ，相闘

が高かったのはRNAlDNA，リン脂質IDNA，比肝重，肥満

度およびタンパク質/DNAであった。また，実験開始か

ら2~3週目の特定の肝臓成分が実験条件下の瞬間成長率

を良く反映しているものと判断され，放流再捕魚の瞬間成

長率を推定するための指標となりうる可能性が示唆され

た。

A487 北水試研報 83 5-12 2013 

北海道南西部の小河川におけるサクラマススモルトの放

流後の河川内滞留尾数

藤原真，隼野寛史，宮腰靖之

本研究では北海道後志管内を流れる珊内川において放

流後の河川内でのサクラマス放流魚の滞留尾数を調べ，ス

モノレト降海期の禁漁期間の妥当性を検証した。 2007年5月

18 Sに放流した90，062尾の幼魚のうち，河川内に滞留して

いた幼魚は放流6日後には51.516尾，放流13日後の5月31日

には15，522尾と減少し，禁漁期間内に放流魚の約8割が降

海したものと推定された。 5月末に河川内に滞留している

個体の多くはスモルト化の進んで、いない個体であった。

これらの結果から，後志管内における降海時期のサクラマ

ス幼魚を保護する目的での禁漁期間の設定は妥当なもの

と判断された。
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