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図 1-2-4. 説明会資料（抜粋）の一部. 
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「今後の課題」 

 説明会は草の根運動規模のものを主体に実施し，大規模なキャンペーンを張るなどの不

特定多数を対象とした説明会や解説は行わなかった。動物，特に海亀などの一般に関心の

高い動物の命を奪う事柄には心理的な拒否反応が起こることも懸念されるため，現時点で

は草の根運動規模の説明会や講演会を主体に，直に反応を見ながら丁寧な説明を継続して

行っていく必要がある。 

また，こうした説明会は本事業の継続にしたがって開催を重ねていくものであり，啓発

的な内容のみならず，本事業で得られた成果についても積極的に周知し続けていく必要が

ある。今後も積極的に漁業者の意見や不安を聞き取り，以後の事業内容へフィードバック

させていくことが求められる。 

 

 

 



28 

 

① 定置網における海亀混獲状況の把握と普及啓発 

①－３ 海亀の産卵実態の把握 

 

NPO法人 日本ウミガメ協議会 

 

「目的」 

海亀の資源量を把握するためには，産卵実態を把握することが第一となる。これまで，

国内各地の産卵地において，海亀の産卵巣数が数えられてきた。産卵巣数はその年に産卵

した成熟雌の個体数と比例すること，砂浜の痕跡から数えることができることから，海亀

の個体数の指標として最も現実的な数である。一方で，産卵集団が安定的な状況にあるか

どうかを評価するためには，産卵集団にその年どれほどの新規産卵個体がいるのかを知る

ことも重要となる。そこで，産卵密度の高い砂浜において，新規産卵個体率を含めた産卵

実態を把握することを目的とした。 

 

「方法」 

本調査は和歌山県みなべ町千里浜海岸で実施した（図 1-3-1）。千里浜は長さ 1.3kmのポケ

ットビーチであるが，多い年には 5 月上旬から 8 月下旬にかけて約 350 回の産卵があり，

産卵の頻度・密度ともに本州最高として知られる。今回は，ほぼ毎日上陸が確認されるよ

うになる 2014 年 6 月 9 日から，近年で最も遅くに上陸した 8 月 23 日までを調査期間とし

た。なお，雌は数週間おきに同じ浜で繰り返し産卵するため，調査開始以前に産卵した個

体についても，2回目以降の産卵の際に個体識別が可能である。調査期間を通じて，毎晩午

後 8 時から朝 4 時まで砂浜を 1 時間ごとに巡回し，遭遇した海亀について標識と脱落痕跡

の有無を確認するとともに，標識が付いていない場合には，産卵終了後速やかに装着した。

装着部位は左右の前肢基部後縁の鱗板間で，使用した標識は Dalton 社製ジャンボプラスチ

ック標識（図 1-3-2）と，National’s 社製インコネル標識（図 1-3-3）である。2014 年にはじ

めて標識を装着した個体を新規産卵個体，すでに標識が装着されていた個体を既産卵個体

として，新規産卵個体率（％）を “ ＝新規産卵個体数／全産卵個体数×100 ” として求めた。 

 

「結果」 

調査開始以前に痕跡から確認された上陸は 17 回（そのうち産卵 12 回）で，調査期間中

に確認した上陸 300 回（そのうち産卵 127 回）とあわせると，今年度の上陸は 317 回（そ

のうち産卵 139回）であった。また，産卵時に既に標識がついていた個体は 25個体，標識

が付いていなかった個体は 47 個体であった。標識が付いていなかった個体のうち，3 個体

には脱落痕跡が確認された。このうち，6月中旬の産卵 2例については，痕跡が十分に古か

ったことから，既産卵個体と判断した。一方で，7月下旬に産卵した 1例については，痕跡

が比較的新しかったことから，今産卵期に装着した標識が脱落したものと判断した。この
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結果，今産卵期みなべ千里浜で産卵した海亀は 71個体で，このうち既産卵個体が 27，新規

産卵個体が 44で，新規産卵個体率は 62.0％と求まった。 

 

 

図 1-3-1. 調査地の位置（左）と砂浜の様子（右上段・右下段）. 

  

 

図 1-3-2. Dalton 社製ジャンボ標識装着の様子（左）と装着後の状態（右）. 
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図 1-3-3. Nationals 社製インコネル標識（左）と装着後の状態（右）. 
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① 定置網における海亀混獲状況の把握と普及啓発 

①－４ 混獲問題に関連する情報提供 

 

(独) 水産総合研究センター 

国際水産資源研究所 

 

「目的」 

海亀類と漁業の関係については，はえ縄，まき網，定置網，曳き網，刺し網等で海亀類

が偶発的に捕獲される一方で，一部地域では人間の食料として海亀を対象とした漁業や採

卵が行われている。また，日本の地域によっては海亀を神聖な生物として扱い，漁業で偶

発的に捕獲された海亀を漁師が丁重に扱って海に返す風習がある。このように漁業と密接

に関係する海亀類の偶発的な捕獲による死亡を如何に減らしていくかが，漁業という人間

活動と海亀類の種の存続に大きく関与してくる。現在，主にまぐろはえ縄漁業における混

獲問題が国際的に大きな問題となっており，解決のために様々な取り組みが行われきてい

る。水産総合研究センター国際水産資源研究所では，上記のようなまぐろ漁業による混獲

問題等に関する最新の国際情勢について適宜情報収集及び提供を行うことを目的として事

業を遂行した。 

 

「材料と方法」 

世界各国が公海上を操業する国際的な漁業において海亀の混獲が問題となっているまぐ

ろ類地域漁業管理機関の保存管理措置や今年度の議論についてまとめた。これらの情報は，

日本ウミガメ協議会が開催した日本ウミガメ会議の参加者に説明を行った。 

 

「結果と考察」 

まぐろ類地域漁業管理機関における近年の議論及び海亀保存管理措置 

中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)では，2008 年にメカジキ対象とする浅縄操業船は

大型サークルフックあるいは魚餌の使用を選択するという措置が導入された。生態系リス

ク評価による危険種特定について議論された。大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)，イ

ンド洋まぐろ類委員会(IOTC)，全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)，みなみまぐろ保存委員会

(CCSBT)では，FAO 海亀ガイドラインの実行，混獲情報収集，デフッカー・ラインカッタ

ー等リリース器具の携帯と使用，適切な取扱いと放流等の勧告が採択された。 

ICCAT では上記以外に，2013 年に混獲影響評価，生態学的リスク評価が始まった（将来

的には刺し網など沿岸漁業も対象になると考えられる）。2013年年次会合にて，リリース器

具や放流に関する具体的な方法について，生態学的リスク評価 ERAの継続について海亀の

勧告に追加された。また，カジキ類の混獲死亡回避のためサークルフック導入の議論が行

われた。IOTC では上記以外に 2012 年に魚餌使用の推奨が勧告に加えられ，2013 年にサー
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クルフック使用の奨励が勧告に加えられた。また，生態学的リスク評価 ERA が開始され，

延縄，まき網と同様に沿岸刺し網が問題視された。2014 年に IOTC 生態系混獲作業部会で

はスリランカから自国のはえ縄と刺し網の海亀混獲に関して，また，ゴーストネットによ

るヒメウミガメの混獲に関して情報提供があった。海亀資源の要約がまとめられた。WCPFC, 

CCSBT, IATTC では近年大きな議論はない。各地域漁業管理機関の保存管理措置を表 1-4-1

にまとめた。 

 

2014年 IOTC生態系混獲作業部会 

海亀混獲情報 

 スリランカにおける大規模漁業による海亀への影響について情報提供があった。スリラ

ンカでは刺し網とはえ縄が全努力量の95%以上であり，3000隻操業している。両漁業は海亀

死亡の主要な要因である。西岸の主要な水揚げ地NegomboとBeruwalaで調査を行った。調査

の結果，両漁業種ともに海亀の混獲は発生し，主にヒメウミガメとアオウミガメが混獲さ

れた。 

ゴーストネットによる海亀への影響 

 紛失あるいは投棄した漁具がゴーストネットとしてヒメウミガメを多く混獲死させてお

り，深刻な問題と認識されている。1988年以来，インド洋Maldivian水域においてゴースト

ネットに絡まっているヒメウミガメ129個体が確認された。これらゴーストネットは他の水

域や公海に流れている。Maldivian水域に流れてくるネットはインドやスリランカ，東南ア

ジア，アラビア海からのものと考えられた。ヒメウミガメの羅網は北東季節風の時によく

発生し，未成熟個体が主に死亡するようである。 

 

2014年 IOTCインド洋における海亀の要約 

資源状態： 

データ不足のため海亀の資源評価は実施していない。IUCNがインド洋で混獲される海亀

の資源状態を評価している。海亀は産卵海岸，卵や亀の採捕など様々な影響を受けている

が，2012，2013年に実施された生態学的リスク評価では刺し網による海亀の混獲死亡のレ

ベルが高く，はえ縄やまき網に比べ規模は大きいと評価されている。 

評価： 

海亀の保全に関する勧告12/04には科学委員会にて年間評価の実施が求められているが，

メンバー国から海亀の混獲に関する報告が不足しているため，評価は実施されていない。 

インド洋において海亀へかなりのリスクが存在する。漁業による混獲は高い不確実性が

ある。2010年に3カ国による報告は39個体の混獲となっているが，過小評価と思われる。 

 Nel et al. (2013) によってはえ縄やまき網の限られたデータを用いて生態学的リスク評価

（ERA）が行われた。ERAの結果，はえ縄による海亀の混獲は年間最大3,500個体まで，ま

き網では年間最大250個体までと推定された。２つの解析方法により刺し網による海亀の混
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獲は，非常に限られたデータであるが，年間52,425個体，あるいは，11,400-47,500個体（２

つの方法での平均は29,488個体）と推定された。他の情報や過去の報告ではインド，スリラ

ンカおよびマダガスカルにおいてそれぞれ5,000-16,000個体以上と報告されており，刺し網

によってアオウミガメが大きな影響を受けており，マダガスカルでの混獲が50-88%を占め

る。アカウミガメ，タイマイ，ヒメウミガメは地域によって混獲される比率は変化する。

混獲回避措置の導入無しの状態でインド洋において漁業努力量の持続あるいは増加になれ

ば，バイオマスがさらに減少すると考えられる。各国によるデータ収集と情報提供が重要

である。 

 

海亀混獲に関する情報 

まき網 

 EUオブザーバー（2003-2007年で年間平均カバー率5%）では2003-2007年の間で海亀74個

体の混獲が報告されている。主にヒメウミガメ，アオウミガメ，タイマイが混獲され，FAD

でよく混獲され，生きている。FADに絡まって死亡する可能性は不明であるが，EUでは絡

まり削減のためにFADデザインの改良を実施している。 1995-2011年におけるまき網での海

亀混獲のレベルは低く，年間240個体と推定されている。FADに絡まる死亡については問題

としてあるが，現段階では本漁業は混獲の主要因ではないと結論づける。 

はえ縄 

 南アはえ縄ではオサガメが主要な混獲種で，その他ではアカウミガメ，タイマイ，アオ

ウミガメであることが報告されている。地域，季節，年によって変動するが，1000鈎数あ

たり海亀の平均混獲率は0.005-0.3と推定されている（最も高い時は1.7）。1997-2000年の研

究により，Reunion Island (19-25° S, 48-54° E)で5,885個体の混獲が推定されている。この4年

間の研究で，オサガメ47個体，タイマイ30個体，アオウミガメ16個体，不明海亀25個体の

混獲が確認され，1000鈎数あたり0.02以上の混獲率ということになる。インドでは2005-2009

年においてEEZ内で調査を実施し，800,000鈎数がアラビア海，ベンガル湾，アンダマン・

ニコバル水域で観察され，合計で87個体（ヒメウミガメ79個体，アオウミガメ4個体，タイ

マイ2個体）が混獲された（混獲率：ベンガル湾0.302，アラビア海0.068，アンダマン・ニ

コバル水域0.008）。 

刺し網 

 刺し網による海亀の混獲ははえ縄や巻き網に比べ高いと考えられているが，定量的な情

報はほとんどない。IOSEA（インド洋・東南アジア）データベースでは，インド洋における

約90%の沿岸域に漁網を用いた漁業が存在することが示されている。  

 

「今後の課題」 

現在，遠洋漁業による海亀類の偶発的捕獲に焦点が集中しがちだが，海亀資源を保存管

理するためには，遠洋漁業のみならず沿岸漁業も含めた産卵場周辺の環境についても，包
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括的かつ継続的な調査の実施と適切な保存管理体制の構築が必要不可欠である。IOTCでは

刺し網など沿岸漁業も問題視されるようになってきているため，太平洋においてもいつ沿

岸漁業の混獲に注目が集まってもおかしくない。そのため，日本国内における混獲問題に

ついて漁業者と情報を共有しいつでも問題解決に取り組める体制を作っておく必要がある。 

 

表 1-4-1 各水域のまぐろ漁業管理機関における延縄漁業の海亀偶発捕獲に関する規制状況 

水域 管理機関 管理措置 規制内容 

大西洋 ICCAT 
Recommendation 

10-09 

混獲情報収集 

リリース器具の携行・使用及び適切な取扱いと放流 

2013年までに海亀混獲の影響評価を開始 

（2013年年次会合にて，リリース器具の使用や適切な取

扱いと放流に関する方法について，生態学的リスク評価

ERAの継続について勧告に追加された） 

インド洋 IOTC 
Resolution 

12/04 

FAO 海亀ガイドラインの実行 

オブザーバやログブックによる情報収集及び毎年 6月

30日までに海亀混獲に関して報告 

リリース器具の携行・使用及び適切な取扱いと放流 

必要に応じて魚餌の使用 

ミナミマグロ

漁場（南大洋） 
CCSBT 

Recommendation 

08 

Attachment 16 

FAO 海亀ガイドラインの実行 

インド洋においては IOTC の措置に従う 

中西部太平洋においてはWCPFC の措置に従う 

大西洋においては ICCATの措置に従う 

中西部太平洋 WCPFC 

Conservation 

 and Management 

Measure 

2008-03 

FAO 海亀ガイドラインの実行 

2010年 1月 1日よりメカジキを対象とする浅縄 

（大部分の釣針が 100m以浅に敷設）操業船は， 

大型サークルフックあるいは魚餌の使用 

東部太平洋 IATTC 
Resolution 

C-07-03 

FAO 海亀ガイドラインの実行及び 2008年より毎年 6月

30日までに実施状況の報告 

海亀死亡削減措置の実行 

オブザーバの導入 
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② 定置網内における海亀と魚類の行動把握 

②－１ 海亀と魚類の行動計測手法の確立 

 

  国立大学法人 東京海洋大学 

 

「目的」 

実用的な海亀混獲防止手法の開発のために，映像・音響機器等を用いた海亀と魚類の行

動計測手法の構築と改良，行動の把握，および具体的な混獲防止手法への応用方法の検討

を行う。 

中層・底層定置網における海亀の混獲死亡を防止する手法の一つとして，箱網部に入網

した海亀を，脱出口などを装備した海亀脱出装置により網外へ逃避させる手法が考えられ

る。定置網は海上で固定される受動的な漁具であるために，このような技術を開発するた

めには，入網した海亀の行動の特徴を詳細に把握しておく必要がある。 

平成 25 年度事業においては，映像機器（水中ビデオカメラ），音響機器（超音波ピンガ

ー），および加速度ロガーを用いて海亀の網内の行動を計測するために，海亀への機器の装

着方法を考案し，実際の海上の定置網における海亀を使った計測手順を構築するとともに，

網内での海亀の行動と相対位置を把握するためのデータ解析を行った。しかし，実用的な

海亀混獲防止手法の開発を進めるにあたって，更に詳細な行動把握と，そのために必要な

行動計測手法の高度化が必要であると考えられた。そこで本項では，これまでに構築して

きた映像・音響機器等を用いた海亀と魚類の行動計測手法の改良等を行う。 

映像機器としては，昨年度も使用した ROV（遠隔操縦式水中カメラ），海亀の背甲に装着

したビデオロガー（ビデオカメラ）に加えて，固定式水中カメラを用いる。このカメラを

定置網内に設置することで，海亀や魚類の行動を定点観測の要領でインターバル撮影によ

る静止画取得を試み，比較的長期間に渡って海亀混獲防止手法の開発試験を実施した場合

における，海亀の脱出や魚類の逃避の確認用機材としての応用も検討する。 

ビデオカメラについては，昨年度は海亀の遊泳方向に対して前方に向けて背甲に装着し，

海亀目線の映像を取得した。一方，海亀脱出装置からの漁獲物の逃避を検討する場合には，

海亀の後方の魚群の行動，具体的には，海亀に追随して遊泳するような行動の有無が重要

になると考えられる。そこで本年度は，ビデオカメラを海亀の後方に向けても装着するこ

とにより，海亀自体の行動軌跡に加えて，海亀の遊泳が周囲の魚群の行動に与える影響，

特に，海亀に追随して遊泳する魚群の有無を確認する。 

一方，海水の透明度の低下や深層で照度の十分でない定置網での行動把握，遊泳位置の

定量化（数値化）のために超音波バイオテレメトリーシステムの活用を考え，昨年度は機

器の海亀への装着および受信機の基本的な設置手法を構築した。システムの受信機は，試

験を行う定置網の側張りを利用して，箱網を囲むように配置した。しかし，網内の海亀の

行動をこのシステムで高精度に計測するためには，網による影響等を考慮した機器配置な
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どを検討する必要がある。そこで本年度は，受信機を網内に直接挿入して設置するなど，

受信精度の向上を考慮したシステムの改善，再構築を進める。 

なお，本小課題では，昨年度に引き続き加速度ロガーを用いた行動計測手法の構築を進

め，本年度は加速度ロガーによる海亀の突き上げ行動の抽出を行った。この成果に関する

実験は主に，「③-2」において西海区水産研究所亜熱帯研究センターで実施されたものであ

ったことから，この内容については「③-2」で詳述することとする。 

以上のように，昨年度に構築した基本的な海亀行動計測手法の改善，改良を進めること

で，定置網内における海亀と魚類の行動計測手法の構築と高度化を行う。 

 

 

「材料と方法」 

 6月および 9月に三重県志摩市安乗埼地先において㈲志摩定置が操業する大型定置網（以

後，「志摩定置」）で試験を行った。志摩定置での試験には，三重県海区漁業調整委員会へ

の申請と承諾をもとに，周辺の定置網に入網したアカウミガメ 5 頭を採捕して用いた（表

2-1-1）。背甲にビデオカメラ（前方向け，後方向けの各 1 台，計 2 台），超音波ピンガー，

深度計を装着したアカウミガメ 1 頭を志摩定置の中層箱網（30m×10m×10m）を入れ，そ

の行動を調べる試験を通じて，各計測機器に関する計測手法について検討を行った。試験

時には，ROV を 2 台用いて，網内の海亀の様子をモニターした。また，6 月の試験では，

中層箱網内に固定式水中カメラを装着し，その有効性についても検証した。 

 

表 2-1-1 志摩定置での実験で使用した海亀の詳細（上: 6月，下: 9月） 

 

 

「結果と考察」 

（映像機器） ROV（遠隔操縦式水中カメラ），ビデオカメラ，固定式水中カメラを用い

た。 

ROV について 昨年度と同様に 2 台の ROV を併用した（図 2-1-1）。使用した ROV は，

三井造船㈱製 N－100 EXおよび広和㈱製 ROV150ｍ仕様とした。試験時には，志摩定置の

中層箱網に投入した海亀の返し先からの逃避を防ぐ目的も兼ねて，一台を返し先に定着さ

種 個体ID 標準直甲長(cm) 最小直甲長(cm) 直甲幅(cm) 前肢長(cm) ※
アカウミガメ L1 63.3 61.6 50.8 43.7
アカウミガメ L2 65.4 64.2 52.2 44.2
アカウミガメ L3 73.8 73.2 60.3 43.0
アカウミガメ L4 84.1 82.7 63.5 48.3
アカウミガメ L5 86.0 85.9 68.1 50.6

種 個体ID 標準直甲長(cm) 最小直甲長(cm) 直甲幅(cm) 前肢長(cm) ※
アカウミガメ L6 68.4 68.0 59.1 40.8
アカウミガメ L7 90.0 89.0 68.9 50.1

※ 前肢の付け根から先端までの長さ
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せ，もう一台で海亀を追跡することとした。この海亀追跡用 ROV の映像により，船上で網

内の海亀の状態を把握しながら試験を進めることができた（図 2-1-2）。なお，試験時には一

時的に海亀を見失うこともあったが，試験網の大きさを考えるとやむを得ないと考えられ

ること，また逆に海亀を見失わないように海亀に接近しすぎることが海亀の行動に与える

影響も懸念されることから，現状の使用方法が妥当であると考えられた。 

 

 

 

図 2-1-1. ROVを網内に投入している様子. 

 

 

 

図 2-1-2. ROVにより得られた画像例. 

 

 

これまで，海亀の行動把握試験は中層箱網部において行われてきたが，箱網部から中層

箱網部へ進入する海亀の行動も把握する必要があると考えられた。そこで，箱網部と中層

箱網部の両方で ROV を活用して海亀の行動を捉える様式について検討した（図 2-1-3）。こ

の図に示すように，箱網への海亀投入から海亀が中層箱網部へ進入するまでの行動は，本
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試験のベースとなる台船から降ろした ROVで観察し，もう 1台は海亀の進入を確実に捉え

るために，返し先で待機する。そして，中層箱網部への進入後の行動を，それまで返し先

で待機していた ROV で捉えるという方式である。試験日程中の悪天候のために実施は中止

となったが，十分に運用が可能であると考えられた。 

 

 

 

図 2-1-3. 箱網部から中層箱網部への海亀の進入を捉えるための 2台の ROVの運用方法．

海亀が箱網部から中層箱網部へ進入する様子を箱網内の ROV と返し先の ROV の 2台で捉

え，中層箱網部への進入後の行動は，それまで返し先で定着させていた ROV1台で行う． 

 

 

以上のように，②-2 の行動把握担当で本試験にも参加している製網会社（日東製網㈱）

は，普段の業務から ROVの使用に習熟しており，本試験においても問題なく使用すること

ができた。本試験では，特に試験終了の判断等で網内における海亀の状態把握が不可欠で

あるが，その点でも ROVを十分に活用することができた。今後実施予定である，海亀混獲

回避手法の試験においても活用が期待される。    

ビデオロガーについて 試験には，昨年度と同様にデジタル HD ビデオカメラレコーダー

（ソニー製 HDR-AS15；24.5mm×47.0mm×82.0mm）（以下，水中カメラ）を使用し，昨年度
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考案した，市販のエポキシパテとチューブを利用した装着方法により海亀の背甲に装着し

た。今年度の試験では，海亀の遊泳方向に対して前方（以後，前方カメラ）に向けて装着

するだけでなく，海亀が脱出装置から脱出する際に漁獲対象生物も同時に逃避することが

ないかどうかを検討するために，特に海亀に追従して遊泳する魚種の有無の確認を主目的

として後方に向けても水中カメラを装着することとした（以後，後方カメラ）（図 2-1-4）。 

 

 

図 2-1-4. アカウミガメの背甲に装着した前方・後方カメラ． 

 

 

志摩定置における行動把握試験で得られた映像例を図 2-1-5に示す。このように，海亀の

背甲に取り付けた前方・後方カメラからは，いずれも鮮明な映像が得られた。今年度に実

施された計 2回（6 月および 9月）の試験ではいずれも，通常操業時の状態と同じく，志摩

定置の中層箱網部の天井網が水深 5m 程度に位置するように沈められた状態で行われたた

めに，やや暗い映像となった。しかし，いずれの場合においても，海亀の頭部のみならず，

海亀の前方を遊泳する魚群や網内の各部の構造物を認識するのに十分な映像が得られてい

た（図 2-1-5～2-1-7）。 

 

 

 

 

 

ビデオ
カメラ

後方カメラ


