
遠州灘西部におけるヤリイカの産卵と稚仔について
Reproduction and larvae of in western Enshu-nadaLoligo breekeri

冨山 実(愛知県水産試験場漁業生産研究所)

Minoru TOMIYAMA

ヤリイカの産卵については，今までにもいくつか報告があるが，そのほとんどは，産卵水深の

浅い日本海側のものであり（赤羽ら， ；田村ら， ；北沢， ；佐藤， ，太平1981 1981 1986 1988）

洋側での報告は，福島沖(松井， )，房総沖（坂本， ，高知沖（通山ら， ）等の1974 1990 1987）

断片的な記述があるのみである．太平洋側での産卵は，水深が深いため，日本海側の様な潜水観

． ， ，察が困難なことがその要因の一つと考えられる そこで 回収型の産卵床を投入することにより

産卵時期，産卵場所を明らかにしようと試みた．また，比較的浅海域では とスキューバ潜ROV
水による観察を行った．さらに，浮遊期である４～６月には，遠州灘西部で操業されていたしら

す船びき網へのイカ類混獲の状況を調査したので，それらを報告する．

試料と方法

調査は愛知県の小型底びき網漁船操業海域で実施した（図１ ． 年といくつかの産卵） 2001,2002
基質を試験し(冨山， ；冨山， ， 年からは，長崎県の粕谷製網と長崎大の山口恭2005 2006 2003）

10 20弘教授がアオリイカ産卵用に開発した産卵床の一部を改良した改良カスタニ式産卵床を ～

基を連結して投入した． 年１月 日には，３つの水深帯（水深 および ）に改2005 25 26,78 89m
良カスタニ式産卵床を 基連結したものを設置した（図１ ．そして 年３月 日に産卵20 2005 15）

床を取り上げた．

ヤリイカ産卵確認場所および産卵床投入場所図１

●Ａ，Ｂ，Ｃは 年１月 日、水深 の産卵床設置場所、2005 25 26,78,89m

▲は潜水調査位置、★は 層水温計測位置75m



２．幼イカの分布

年４月～８月にはカタクチイワシのしらすを対象とした，しらす船びき網の混獲物によ2005

20るイカ類稚仔調査を行った（図１ ．水揚市場は豊浜市場と師崎市場で漁場は遠州灘西部水深）

～ ｍである．35
３．市場調査

年７月～８月に遠州灘西部で操業する小型底びき網のケンサキイカに混獲するヤリイカ2005
2005 137 10を測定した また 年９月１日には 小型底びき網漁船１隻により 遠州灘西部の ﾟ． ， ， ，

～ ，水深 ｍで試験操業を行った．15' 100
４．軍艦西魚礁潜水調査

年５月 日には， ﾟ ～ ，水深 （図１）の人工魚礁（図２）で潜水調2005 11 137 11.1' 11.7' 34m

査（ およびスキューバ潜水観察：マリンエンジニアリング実施）によりヤリイカ卵嚢の有ROV
無を確認した．使用した を図３に示す．ROV

５．底層水温

ヤリイカ成育場の代表水温として，小型底びき網でのヤリイカの主漁場に位置する愛知県水産

試験場の沿岸観測定点 (水深 の 層水温データを用いた．観測方法は によA-10 120m) 75 CTDm

る．

潜水調査を実施した鋼製人工魚礁（ 年５月 日調査）図２ 2005 15

潜水調査に使用したＲＯＶ図３



結果

１．産卵生態調査

2005 26 20 78m年には３水深帯に改良カスタニ式産卵床を投入したが水深 区では 基中４基m ，

区では 基中５基， 区では 基中８基に卵嚢が見られた（表１ ．前年と卵嚢の付着量を20 89 20m ）

比較するために， ， 年ともに同一点に設置した水深 ｍ区の人工芝内張区で比較し2004 2005 89
てすると， 年は６基中５基に産卵していたのに対し， 年は 基中８基と 年の2004 2005 20 2005
方が付着している産卵床の割合が低かった．また，１基に産み付けている卵嚢の数も 年の2005
方が少なかった．そして，沈設後 日の回収時には，黒寒冷紗には，付着生物が多数見られた48

（図４ ．）

２．幼イカの分布

しらす混獲物調査では，４，５，６月ともヤリイカは採集されなかった．主に採集されたイカ

類はケンサキイカとスルメイカだった（表１ ．採集されたイカ類の最小外套長は，スルメイカ）

が ，ケンサキイカが だった．6.5 5.7mm mm

３．市場調査

年， 年のヤリイカの外套長（ ）を図５に示す． 年の場合，７月６日から採2004 2005 ML 2005
集され始めた．７月時点で 前後だったものから，数群の加入が認められた．今期の特ML75mm
徴としては昨年より浅い海域でも幼イカが分布していること（特に７月 日）である．また，20
東西の分布域も広かった．しかし，漁業者からの聞き取りによると，分布量は少ないということ

だった．

水深 ｍに沈設し、 日後に回収したカスタニ式ヤリイカ産卵床図４ 26 48

ヤリイカ卵の採集状況表１
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5.7-159.5-21.5ケンサキイカ

－－ヤリイカ



４．軍艦西魚礁潜水調査

年５月 日の潜水調査では，ヤリイカの産卵のために設けたヤリイカ産卵基質には，2005 11
数個体のイセエビが確認されたが，ヤリイカの卵嚢は確認されなかった．また，周辺の鋼製魚礁

本体にも，ヤリイカ卵の付着は確認できなかった．

５．底層水温

遠州灘沖でも 年８月から黒潮が 年ぶりに大蛇行流路となった．そのため， 年前2004 13 2005
75 2005半は高松沖水深 層 ヤリイカ幼イカ主成育場：図１ の水温も非常に高かった 図６m （ ） （ ）．

年７月から大蛇行が解消したのに伴い，高松沖水深 ｍ層の水温も急速に低下した（図６ ．75 ）

外海底びき網で採集されたヤリイカの外套長組成（左： 年，右： 年）図５ 2004 2005



考察

ヤリイカの産卵期については，太平洋岸の福島沖では ～５月（松井， ，神奈川沖で12 1974）

は１～６月（久保島， ）と推定されており，今回の結果もほぼ同じだった．また，産卵水深1991
m mについては，日本海側では であるのに対し，太平洋側では深く，高知沖で ～20-50 120 150

（通山ら， ，福島沖では ～ （松井， ）と推定されている．産卵期について1987 75 150m 1974）

は，生殖腺の観察からも推定できるが，産卵場については，太平洋側については潜水観察が困難

， ． ，なほど深い場所が多く 今までに沖合の産卵場に関してはほとんど分かっていなかった そして

今回の結果では浅い方は ，深い方は冨山( ）の報告にある (小底混獲物に混入し26m 2006 180m
たオイル缶に付着）まで産卵が確認された．

ヤリイカの産卵は，水温に規定される面が非常に強いと推定される．その一方，水深に対して

は比較的順応性があり，また，少ないながら今回水深 でも産卵が確認された．愛知県沖で26m
も，漁業者からの聞き取り調査によると，３月には水深 程度の海域でも，産卵群と思われ30m
るヤリイカが漁獲されているとの情報もある．しかし愛知県沖水深 前後の海域は，砂泥底30m
が広がっており，天然の産卵基質は存在しないため，今後，人工産卵床を設置すれば，産卵場と

して機能すると期待される．

また，近年で比較的ヤリイカが豊漁だった 年と不漁に転じた 年以降の愛知県沿岸1999 2000
50 75 11 15 2000の水深 ～ 水深水温を比較すると，豊漁年は水温 ～ ℃の間に入っているが，m

年以降は，高くなっている（図６ ．このため，ヤリイカの産卵場が沖合に形性された可能性が）

ある．ふ化後のイカは，沖合でふ化後に逸散し，着底適地の水深 ～ に着底できず，加入40 60m
が失敗した可能性も考えられる．

， ， ，この様に 遠州灘沿岸の底層水温は ヤリイカの産卵生態に密接に関与していると思われるが

今後は，回収型産卵床を広い水深帯に投入し，さらに環境と産卵生態の関係について検討してい

きたい．

年４～６月に実施したしらす混獲物調査では，ヤリイカは採集されなかった．しかし，2005
年７月６日には，しらす混獲物調査を行った海域より沖合の水深 の海域で，外套長2005 82m
以上の着底後のヤリイカが底びき網で採集され，その後も９月まで継続的に後続群の着底50mm

が確認されていることから，４～６月には浮遊期の個体が分布していたと推定される．しかし，

Okutani .,今までに遠州灘東部から駿河湾で春期から夏期に行われたしらす混獲物調査（ et al

ヤリイカ成育場水温の月別変動（過去の豊漁年との比較）図６



； ）でも今回と同様，採集されたのはケンサキイカとスルメイカが中心で，1975 Kubota,1993
ヤリイカは採集されていない．ヤリイカは主産卵場が水深 ～ で，幼イカの着底場も水60 150m
深 以深である．一方， 年 ～ 月のしらす漁業の主漁場が水深が漁業者からの聞き取40m 2005 4 6
りによると水深 ～ であることから，ヤリイカの浮遊幼生は，より沖合側に分布していた15 30m
と推察される．つまり，浮遊期にも沿岸域はケンサキイカ，沖合域はヤリイカと，生息域が分か

れていると推定された．

年ヤリイカ漁期に向けた主な管理方策の一つとして，小型イカ分布域の禁漁区・禁漁期2005
設定がある（冨山， ． 年は８月 日から禁漁区を水深 ～ に設定し，９月１2005 2005 16 75 90） m

日に試験操業し，９月５日に解禁とした． 年の場合，小型イカ保護のために設定された禁2004
漁区は水深 ～ ｍと 年より深かったが，これも高水温のために幼イカの分布域がよ105 120 2005
り沖合に形成されたためと思われる．

小型イカ保護のための禁漁区設定に関しては，対象資源の分布範囲には年変動があるため，全

， ，ての年で資源保護効果が見込めるように禁漁区を設定しようとすると 広大な面積が必要となり

漁獲減の影響が大きく，現場での合意，実現の可能性は低い．そこで，保護効果が最大限に発揮

されるよう，分布域の年変動を考慮して禁漁区を移動させるという順応的管理手法は有効である

と考えられる．

最後に， 年産卵期は，ヤリイカの産卵期としては， 年ぶりの黒潮大蛇行期に当2004/2005 15
たった．大蛇行期には高水温を伴う黒潮反流が発生しやすく，遠州灘西部水深 以浅の海域100m

の水温も高温化し易い．そして着底後の成育場である水深 も高温化し，比較的低温を好40-80m
むヤリイカには不適な水温条件となる．しかし， 年８月からは黒潮大蛇行も解消し，環境2005
条件は好転してきた．実際に 年２～３月には，水深 ｍ付近でも広い範囲で産卵が確認2006 30
されており， 年秋の資源が回復することが期待される．2006
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