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（武田，反田 1997）．本格的な

0-600 トン程度の漁獲であっ

た 年間 3,000 トンを上回ることもあ

解

 日本海では他生的な資源とされている本種の漁況は，その年の発生量や幼体イカの出現状況，初漁

日，対馬暖流の流れ方，漁場の水温，来遊時期の対馬海峡西部の水温条件，等と関連性が指摘されて

いる（飯塚ほか 1986; 玉木 1987）．しかしながらこれらの指摘は漁獲量が急増する以前の時期のも

のであり，近年の資源水準が高い時期にも合致するかどうかは検証されていない．そこで本研究では，

より高度な漁況予報手法を開発することを目的とし，日本海中西部の各府県の漁獲統計，漁獲物組成，

兵庫県海域における CPUE 等の資料から，近年のソデイカの漁獲実態を整理するとともに，漁期前の

対馬海峡海域における海洋環境との関連性について検討を加えた．更に，関連性の高かった環境因子

を説明要素とし，CPUE を推定するモデルの構築を試みた． 
 

試料と方法 

漁獲統計資料 島根，鳥取，兵庫，京都，福井，石川，富山の各府県水産試験研究機関調べによる年

間ソデイカ漁獲量を用いた．わが国のソデイカ漁業は，1989-90 年に沖縄県が旗流し漁業を導入した

ことにより劇的に変化した（川崎，鹿熊 1998; 大本ほか 1998）ため，本研究では対象期間を 1989-2002
年とした． 
漁獲物体重組成資料 鳥取県の鳥取中央漁業協同組合，兵庫県の香住町漁業協同組合，福井県の高浜

町漁業協同組合（現，若狭高浜漁協）の３漁協の 2001-2002 年の漁獲物組成を比較した．鳥取中央漁

協，香住町漁協分は，市場調査による外套背長組成を体重体長関係式（宮原，五利江 印刷中）を用い

て 1kg 単位の体重組成に換算した．高浜町漁協分は，銘柄別（1kg 単位）漁獲量資料を用いた． 
CPUE 兵庫県海域における盛漁期は 9-11 月であること（武田，反田 1997）から，香住町漁協におけ

る1989-2002年のそれぞれ9-11月における1日1隻あたり漁獲量（総漁獲量／のべ出漁隻数）をCPUE
とした． 
海洋環境資料 水温と塩分は 1989-2002 年に佐賀県玄海水産振興センターが対馬海峡海域で実施し
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デ 日本海では主に釣漁業や定置網漁業で漁獲されている

漁業利用が始まった 1960 年代から 1980 年代にかけては日本海全体で

玉木 1 ; 笠原 1991）が， 0 年代以降は漁獲量が急増し，

る．漁獲圧の増加から資源の枯渇を懸念する漁業者も多く，漁家経営の安定化のため，資源生態の

明と来遊量等漁況予測技術の開発が求められている． 
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た定 - 11 と

およ し

ただし，多重共線性を考慮し，相互に相関性のある要素を同時に用いることはしなかった．（重）相

関係数

 

府県別漁獲量の相関 府県により統計データの整備にばらつきがみられたため，相関を求める際のデ

ータ数（n）は組み合わせにより 9-1
間漁獲量は，いずれの組み合わせにおいても高い相関があった．また，石川－富山間にも相関があっ

た（表 1）．石川，

せで相関があった（表 2）． 

線観測資料（沿岸定線調査セ ３線，計 定点）のうち，観測点数が多いこと，欠測がないこ

び漁期前であることから，6 月分を用いた．潮位は長崎県対馬の海上保安庁厳原験潮所が公表

ている潮位の 6 月平均値（1989-2002 年）を用いた． 
CPUE と海洋環境との関連性の検討 CPUE と相関性のあった要素を用いて（重）回帰分析を行った．

および AIC（赤池の情報量規範）により分析結果の有意性を検討した． 

結果 

2（年）となった．島根，鳥取，兵庫，京都，福井の各府県の年

富山で特異的に漁獲量が多かった 1995 年を除いて再計算すると，全ての組み合わ

表１　府県別年間漁獲量の
n＼r 島根 鳥取 兵庫 京都 福井 石川 富山
島根 0.789** 0.812** 0.857*** 0.866*** 0.563 0.382

兵庫 1 11 0.966*** 0.953** .458 0.243
京都 1 11 11 0.973** .579 0.424

13 11 9

*P <0.05, **P <0.01, ***P <0.001

表２　府県別年間漁獲量の相関（石川，富山に関する1995年を除いた場合の再計算結果）

京都 0.894** 0.859***

8 0.905
富山 11 10 13 12 10 8

・漁獲量は各府県水産試験研究機関調べ。
*P <0.05, **P <0.01, ***P <0.001  

相関（1989-2002）

鳥取 11 0.973*** 0.938*** 0.941*** 0.362 0.187
2 * 0
2 * 0

福井 11 11 11 11 0.510 0.294
石川 9 9 9 9 9 0.895**
富山 12 11 14

・漁獲量は各府県水産試験研究機関調べ。

n＼r 島根 鳥取 兵庫 京都 福井 石川 富山
島根 0.768* 0.637*
鳥取 0.826* 0.772**
兵庫 0.933*** 0.572*

福井 0.911** 0.847**
石川 8 8 8 8 **

漁獲物体重組成 調査年数が 2 年間と短かったが，3 漁業協同組合の漁獲物組成に特段大きな差異は

見られなかった（図省略）． 
CPUE 1989-2002 年の CPUE は図１のとおりとなった． 
CPUE と海洋

表３　６月の対馬海峡海域の水温・

環境との関連性 6 月の対馬海峡海域の水

(X2)，厳原の 6 月平均潮位(X3)の 3 要素を説

　説明要素

温・塩分，厳原の潮位と CPUE（9-11 月）との相関関係

は表 3 のとおりとなった．6 月の水温，特に 10-20m 層

の平均水温との間に強い正の相関（p<0.001），同じく 6
月の底層塩分との間に負の相関（p<0.05）がそれぞれ認

　水温　0m

　水温　20m
　水温　bottom
　水温　10-20m平均
　塩分

0.910***

0.872***

0.899***
0.851***

められた．また，厳原の 6 月の平均潮位とも正の相関

（p<0.001）があった．そこで 10-20m 層の平均水温(X1)，
底層の塩分

　塩分　10m
　塩分　20m

-0.141
0.184

明要素とし，単独または多重共線性の問題がない組み合 　厳原の6月平均潮位 0.825***

　水温　10m

　0m

　塩分　bottom
　塩分　10-20m平均

*P <0.05, ***P <0.001
なお，水温・塩分は11定点の平均値

-0.588*
-0.045

R

-0.235

0.901***

塩分・潮位と主漁期CPUEとの相関



わせを用いた 4 つのモデルにより CPUE(Y)を推定してみたところ，図 1 のとおりとなった．（重）相

関係数（R）は 0.83-0.92，AIC は 130.7-139.7 の範囲にあり，いずれのモデルでも，CPUE の観測値

と推定値の変動は概ね連動していた．重相関係数および AIC から判断すると，10-20m 層の平均水温

図1 CPUE の観測値と推定値：6 月の対馬海峡海域の 10-20m 平均水温（X1），底層塩分(X2)，厳原

の 6 月平均潮位（X3）を説明要素とし，単回帰または重回帰により 9-11 月の CPUE（Y）を目的変

数として推定した．左上：X1による単回帰，右上：X1と X2による重回帰，左下：X3による単回帰，

右下：X2と X3による重回帰   
 

考察 

日本海中西部の各府県間においてソデイカ漁獲量の年変動に相関があったこと，特に島根から福井

にかけての西部海域においては非常に強い相関があったことから，日本海におけるソデイカ漁獲量は

地域的な好不漁のばらつきは少なく，その年の海域内全体の来遊資源により包括的に決定されるもの

と考えられた．当海域におけるソデイカの資源構造を把握するためには，漁獲の質的側面，つまり

獲物のサイズ組成や成長段階等に関する検討が必要であるが，本研究では決定的な情報を得ることは

イカ資源はひとまとまりであり，海域全体として連動的に資源の来遊が

月の水

告し

E と

確 ，

）が，

さを

なろ

と底層の塩分の 2 要素から推定するモデルの適合度が最も高かった． 
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できなかった．今後の継続的な検討や標識放流調査等による地域内の移動回遊生態の解明が待たれる

が，現段階では海域内のソデ

あるものと考えられた． 
 ソデイカ来遊資源の予測に関しては，飯塚ほか（1986）
深 20m 層水温と京都府湊漁業協同組合の年間漁獲量との

ている．今回の検討でも，6 月の対馬海峡西部の水温は，

非常に強い相関があり，漁況と関連する指標であることが

幼体イカの出現状況から 6 月には既に開始されていると考

来遊経路や生活史のどの段階で来遊しているのか等の詳細

考えると，現段階では他の時期や海域の環境要因の検索よ

う． 

が対馬海峡西部におけるその年の 6
間に指数関数的な相関があることを報

いずれの水深においてもその年の CPU
認された．ソデイカの日本海への来遊は

えられている（名角 1975，玉木 1987
は不明である．本研究での相関性の高

りも，まずは来遊生態の解明が課題と
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Y = 61.6X1 – 1097.0 
(R = 0.91,  AIC = 131.0) 

 = 55.5X1 – 87.3X2 +2034.4
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Y = 1098.7X3 – 1887.0 
(R= 0.83,  AIC = 139.7) 

Y = -147.1X2 + 934.8X3 +3484.9 
(R = 0.87,  AIC = 137.7) 

Y
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また，別の環境因子である厳原の 6 月の平均潮位が CPUE と非常に強い相関があり，漁況予報の

ための説明要素として利用可能であることが分かった．厳原の 6 月の平均潮位は，対馬海峡西部の各

層の水温ともそれぞれ相関があり，概ね対馬暖流の水温状況を反映しているものと考えられる．さら
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点から水温と潮位の両説明要素を同時に重回帰分析に用いることはできないが，海洋観測資料の脆

性，つまり台風通過等があった場合には観測前の気象要因の影響を受けてしまう恐れがあることや

海象条件等によって調査日が多少前後することなどを勘案すると，漁況予測手法を開発するうえで

相互に補足する複数の説明要素を検討する意義は大きいと考えられる． 
 底層の塩分と CPUE との間に負の相関があったことについては，原因は不明である．重相関関係

CPUE 推定の信頼性を高める説明要素としては底層の塩分は利用可能であったが，AIC に大幅

変化がなかったことから，推定結果に及ぼす影響は小さい．ただし，季節的には対馬暖流域の上流

において中国大陸沿岸水の影響が大きくなり始める頃であり（井上 1974），特異的な低塩分等の発

時にはその影響を検討する余地がある． 
CPUE を決定する真の構造，つまり関連性を指摘したそれぞれの環境因子がソデイカの個体また

個体群に対しどのような生物学または生理学的な影響を及ぼしているのかは不明であるが，本研究

推定された（重）回帰式によって兵庫県海域の CPUE を予測することは可能と考えられた．また，

間漁獲量の府県間における相関性から，兵庫県海域の漁況予測が日本海の他の海域にもあてはまる

能性が高い．特に，CPUE は 1 日 1 隻あたりの漁獲量を利用したことから，相対的な基準による漁況

予測（例えば，昨年比等）では，他海域への応用が十分に可能であると考えられた． 
 今後は，第一に生物情報の蓄積，次いで予測モデルにおける誤差の検討が課題となる． 
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