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ヒメ マスに対する刺網の網目選択性について

石田昭夫 田中 封 大熊― 正

ヒメ マスに対する刺網の網目選択性については，すでに石田，他 (19田) によってJIBP ， PF の研究の―環と

して， 日光・湯の湖で行な9>た観察結果が報告されている。

その後，著者のI人田中は湯の湖において，ヒメ マスの成長と分布層の周年変化を調べるため刺網による漁獲

を行った。その刺網の仕様は田中(1978) に記述されているが， JIBP で用いたのとほ俺同じ5種類の日合を組

みあわせたもので．A 型， B 型の2種があり (表n ，それらを同量， 同時に操業し， 全漁獲物を目合毎KL魚体

測定した。かかる網目選択性曲線の推定に利用できた標本尾数は2， 3im で， JIBP の際の97f 尾を大きく上ほ わ

るものであった。

なお，使用したA 型， B 型の間には前者の42mm 目に対して後者の40mm という差があるが，B 型 40

mm 目の漁獲尾数は僅か3尾だったので，両者をこみにして体長階級別，目合別漁獲尾数の表を作づた(表2) 。

表2の値を用い石田の方法 (石田，1%2) により推定した目合 30mm の場合の網目選択性曲線を図Iに示し

Table ・ 1 Details of gillnets used for experiments 
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Fig. 1. Mesh selectivity curve Of 30 mm mesh Nylon multi-filament gillnet for kokanee.
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Table 2 Catch numbers, by body length, of kokanee caught with the
various mesh sizes gillnets ;n same operations and ;n same

amounts. (In Lake Yunok0, 1968, 1969 and 1971) 
Mesh  size iri mm

BOdy length
62423020 I5
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     5・ 0- 5・ 9Cm

    386・ 0- 6・ 9
   

工工I77.0- ?.9

   78 8.0- 8.9
   51 9． 0- 9.9

   22 工0.0-10.9

  4030 ェ I・ 0-II ・ 9

  17953 12.0-12.9

I0 22661I2工 3.0-l3.9

I9%18376I9工 4.0-14.9

II工工 0108也2015.0-15.9

 90353123l6.0 ―工 6.9

 71I522 工 ?.0-17.9

 32   18.0-18.9

     工 9.0-19.9

     20.0-20.9

 I5   2L.0-21.9

26I7t210 22.0-22.9

4229 I4 23. 9

3535t4凡 以． 0- 刀・ 9

23I6   %.0-25.9

I2    26.0-26.9

     刀． 0- 刀・ 9
     %.0-28.9   

だ。この曲線は，その左側の傾斜部分から頂上附近の点をI本の線上にのせた形て ，それぞれの体長階級からえ

られた値がプロットされている。そのため，曲線の右側の部分の点のばらつぎが大きくなっている。しかし，そ

のばらつきは全くランダムとはいいがたい。

すなわち，黒九 (体長 ェ3． 9cm 以下からえられた値) と白 丸 (体長 14.0cm 口上からえられた値) の分布を

比較すると，前者よりも後者が上の方にある傾向がみられる。

曲線のこの部分の漁獲は，羅網部位にし十魚の頭部にあたり，喫効果の低下により効率かおちる部分てある。

この部分で効率が高いということは，刺しによる漁獲に加えて，からみによる漁獲が大きいことを意味してい

る。 白九の分布，すなわち，体長の大きい魚からえられた点が右裾て上の方に位置することは， 羅網位置か頭部

の場合，からみによる漁獲割合が小型魚より大型魚て大きいといらことを意味していると考えられる。

この点については．すてに石田，他 (1968)が魚の大ぎさと漁網の糸の太さとの関係で起るのてあろうと指摘

している。

今回えられた曲線と前回にえられた曲線を比較すると，頂上から左側の傾斜部分にっいては差はないが，右側

の 傾斜部分て前のものが今回のものより上方に分布している。しかし，この差は前回の標本数が少なかったた

め，たまたま分布が偏ったものと思われる。

ヒメ マスに対する撚糸を用いた刺網の選択性曲線は，対象とする魚の大小によって右福の部分か変動するとい

う条件付て図Iに示したようなものということかてきよう。
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しかし，右側の傾斜部分はヒストグラムの落ち

こみの方が選択性曲線にくらべ明らかに急、であ v・
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る。 網目選択性がないと考えられる定首網漁獲物

Fig. 2. FOrk length frequencies Of kokanee caught
のヒストグラムと比較すると，54mm の場合は

by 54 and 48mm mesh gillnets and set net右裾が両者似た位置に分布するので，漁獲対象と

(in Lake Shikotsu, from May 1973 to Julyなった個体群の体長分布を反映して落ちこみが急

1977). Broken line shows mesh selectivityになったと見ることができよう。しかし．4mm
curve derived from Fig. 1's curve  

の 場合はそれだけでは説明できない。これは，ナ

イロン単繊維網が細い撚糸の網にくらべてからみによる漁獲が少いことが倒いているように見受けられる。 今

後，検討してみる必要があるう。
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