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まき網漁業向け活魚用簡易大型中継生簀の開発 

 

担 当 機 関 名  研 究 期 間 

ニチモウ株式会社 平成 18 年度～平成 19 年度 

 

初年度の研究成果 

 

１．技術開発課題の目的 

まき網漁業で漁獲した魚を活魚として利用する場合、漁場から港湾への輸送は活魚運搬

船や曳航生簀を用いてきた。これらの課題は、活魚運搬船方式では魚の収容量が限られて

しまうこと、曳航生簀では漁場間の移動に時間を要することが挙げられた。これらを解決

するため、漁場までは大型生簀を運搬船等に搭載、迅速に搬送し、洋上で簡便に組立

て・解体ができ、洋上での生簀の容積保持が可能な簡易大型中継生簀（以降、中継生簀と

する）の開発を行った。 

 

２．技術開発課題の内容 

（１）技術開発の実施に必要な事業 

ア．基礎となる試験研究の概要及び技術開発の目的 

 まき網漁業で漁獲した魚を活魚として利用する場合、漁場から港湾への輸送は活魚運搬

船や曳航生簀を用いてきた。これらの問題点は、 

① 活魚運搬船方式では魚の収容量が限られてしまうこと、 

② 曳航生簀では漁場間の移動に時間を要し臨機応変な対応ができないこと。 

ことが挙げられた。 

このために、 

① 大量の活魚を収容可能な生簀が望まれると同時に、まき網漁業で漁獲した魚、特に

マグロ類はまき網魚捕部に長時間に渡り保持すると損傷による斃死率が高くなるた

め、漁場まで迅速に搬送し組み立て可能な大型の生簀等の開発が望まれていた。 

② さらに、活魚を生簀に迅速に収容した後のまき網船団は、次の魚群を発見・集魚し

漁獲できることから、滞留時間が無く操業効率が飛躍的に高まり、経営の安定化にも

寄与できることになる。 

   を切望する漁業者が多かった。 

しかしながら、従来の角型や円形生簀に替わる生簀が存在しなかったことから要望に答

えられず現在に至っていた。水産庁補助事業 漁業新技術開発事業 「平成 14～平成 16

年、資源保護型低コストまき網漁具の開発及びまき網捕獲魚類の未利用個体の有効開発技
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術の開発事業」で開発した「ハイスピード ウォーターバッグ」は上記の要望に満足でき

るものと思われたが、10000m3～1000m3 の容積を確保するには桁違いの製作費用が掛かる

と想定されたため断念した。本提案は、新しい発想の生簀を考案したことによって、簡便

に組み立て可能な生簀の開発を行えることから漁業者の必要性に答えることができると考

えていた。これまでに、組立て可能な生簀構造の検討並びに縮尺比 1/20 模型による

生簀枠体組立て方法のシミュレーションを行なっている。これ以上は、漁場まで搭

載・運搬する運搬船の具体的な規模により、生簀の規模と詳細の開発を実施する必

要があるため具体化が進んでいなかった。 

 

イ．技術開発の内容 

イ.－１ 構造の検討および試設計 

中継生簀は、漁場までは運搬船に搭載でき、漁場到着後は簡便に組立てることが可能な

構造となるよう設計を行った。その規模は、セミフィールド実験における使用船舶の規模

および先行研究である「ハイスピード ウォーターバッグ」から得られた知見を考慮して、

行った。生簀網地の構造については六角生簀型とし、生簀下部に鉛入りロープを配置した。

生簀上部の枠体および浮体については、洋上で簡便に組立ができるよう配慮した。また、

本中継生簀は洋上で一時的に収容魚を保持（以降、洋上放置とする）することを目的とし

ているため、洋上放置を行った場合においても一定の形状（生簀内容積）を保持する構造

とし、かつ漁場から陸上まで魚を収容した状態で曳航できることを考慮に入れ設計を行っ

た。特に洋上放置時の生簀形状（生簀内容積）の保持については、潮流の流れを利用して

中継生簀の展開を確保すべく生簀後端に生簀抵抗より若干大きめのパラアンカーを配置す

る構成とした。 

 

イ.－２ 水理模型実験 

 試設計した中継生簀の網成り、流水抵抗並びに容積保持率を計測するため、ニチモウ株

式会社室内実験水槽にて模型実験を行った。実験に用いた中継生簀模型は田内の比較則に

従い、模型縮尺 1/30 で製作した。実験時の網成りについてはデジタルビデオカメラ（SONY

社製 DCR-TRV-70）に随時記録した。 

 

イ.－３ 操作および魚群移送シミュレーション実験 

 試設計した中継生簀の組立時の操作性および適切な操作ロープ配置を検討するため、ニ

チモウ株式会社室内実験場にて陸上操作シミュレーション実験を行った。実験に用いた中

継生簀は入手しやすい網地サイズを考慮して、模型縮尺 1/15 で製作した。 

また、本模型を用いてまき網魚捕部から中継生簀へ魚群を移送手法の検討を行うため魚

群移送のシミュレーション実験を行った。実験はまき網操業過程における魚締め段階にま
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き網魚捕部と中継生簀魚群移送口を連結し、サイドローラによる魚締め操作により中継生

簀内へ魚群を移送させることを想定して行った。その際の様子はデジタルビデオカメラ

（SONY 社製 DCR-TRV-70）に随時記録した。 

 

イ.－４ 試作 

 フィールド実験用中継生簀の試作は、その操作性をセミフィールド実験により検証する

ことを目的とし、平成 18 年 10 月～平成 19 年 1 月にかけ西日本ニチモウ株式会社にて行っ

た。試作に当たってはフィールド実験で使用する 19 トン型まき網付属運搬船の甲板および

運送時の 10 トントラック荷台のスペースに収納できる寸法、容積を考慮して試作した。 

 

イ.－５ フィールド実験 

設計試作した中継生簀の機能の確認および操作性を把握するため現場組立および洋上実

験を行った。仮組立は三重県紀伊長島町漁協内にて行い、洋上試験は同じく紀伊長島町地

先海域にて平成 19 年 1 月 16 日～20 にかけて行った。なお、フィールド実験にもちいた試

験船は生簀母船として有限会社正徳丸所属 19 トン型活魚運搬船第 101 正徳丸、補助船とし

て有限会社正徳丸所属10トン型灯船第3正徳丸、有限会社正徳丸所有和船0.3トンとした。

これら一連の状況は随時ビデオカメラ（SONY 社製 DCR-TRV70）に記録した。 

 

ウ．技術開発の実施結果 

ウ.－１ 構造の検討および試設計 

検討したセミフィールド用中継生簀の概要を図 1に示した。検討した中継生簀の規模は、

セミフィールド実験における使用船舶の規模および先行研究である「ハイスピード ウォ

ーターバッグ」から得られた知見をもとに全長 27.0m、幅 9.0m、深さ 6.0m とし、実質生簀

容積は 1000m3とした。生簀網地の構造については六角生簀型とし、生簀下部に鉛入りロー

プを配置し、使用した網地は対象魚種を考慮して PE 製網地 45mm 目合とした。設計した生

簀網地の概要を図 2 に示した。 

生簀枠体については、要求される浮力と堅牢性を考慮してPE製パイプ250φ（d=18.4mm、

14.0kg/m）とし、洋上での組立が可能なように長さ方向については短管（L：3.0m）を片舷

5 本つなぎとし、幅方向については長管（L:9.0m および 4.5m）を 7 本用いることとした。

PE パイプの概要を図 3 に、その配置を図 4 に示した。 

洋上放置時の生簀形状（生簀内容積）の保持については、潮流の流れを利用して中継生

簀の展開を確保すべく生簀後端に傘径 8.5m のパラアンカーを配置した。生簀後端に配置し

たパラアンカーの概要を図 5 に示した。 
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図 1 検討した中継生簀の概要図 

  

図 2 中継生簀の網地配置図       図 3 中継生簀の PE パイプ 

  

図 4 PE パイプ配置図       図 5 中継生簀のパラアンカー 
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ウ.－２ 水理模型実験 

試設計した中継生簀の洋上放置時の網成りおよび流水抵抗計測を目的として模型実験を

行った。その結果、0.4kt から 1.0kt 範囲における洋上放置時の中継生簀の網成りは、流

れ方向、幅方向とも良好であった。洋上放置時の網成りを図 6 と図 7 に示した。また、各

潮流のおける流水抵抗と容積保持率を表 1 に示した。なお、表 1 中、中継生簀の抵抗値は

模型実測値からの換算値を、パラアンカーの抵抗値は計算値を採用した。容積保持率は静

止時（曳航速度 0kt）の容積を 100%として各流速毎に百分率で表示した。 

 

  

図 6 洋上放置時の網成り（上面）   図 7 洋上放置時の網成り（側面） 

 

表 1 中継生簀の流水抵抗 

流速 生簀のみ 
 パラアンカー  

のみ 

生簀 

＋パラアンカー 
容積減容率 

0.4kt 159 kg 168 kg 327 kg 91 % 

0.6kt 358 kg 378 kg 736 kg 85 % 

0.8kt 637 kg 672 kg 1309 kg 79 % 

1.0kt          995 kg 1050 kg 2045 kg 77 % 

 

ウ.－３ 組立および漁獲魚移送シミュレーション実験 

試設計した中継生簀の組立操作確認および適切な操作ロープ配置の把握を目的として気

中における組立シミュレーション実験を行った。その結果、図 8 に示した組立前の中継生

簀から、複数の操作ロープを用いることで図 9 に示した組立完了状態まで組立てることが

可能であった。その際の操作ロープの状況を図 10 に、用いた操作ロープの概要を図 11 に

示した。 

想定した漁獲魚移送時のまき網魚捕部と中継生簀連結部の概要を図 12 に、連結部位の

漁具図面を図 13 に示した。また漁獲魚移送シミュレーション実験の概要を図 14 に示した。
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図 14 に示すように移送シミュレーション実験の結果、サイドローラによる魚締め操作に

よりまき網魚捕部から中継生簀への魚群移送は可能であった。 

 

   

図 8 組立前の中継生簀          図 9 組立後の中継生簀 

 

  

図 10 組立中から組立完了時のロープ操作およびその状況（右⇒左） 

 

仕立糸ににて固縛

枝ロープPTX14φ 0.5m

PEロープ14φ
2.42m

PEロープ14φ
4.95m

NC-16

NB-22

ストッパーフック3トン用（適合確認）

１．パイプ長：9.0m用操作ロープ

PEロープ14φ
2.0m

枝ロープPTX14φ 0.5m

PEロープ14φ
6.63m

SUSリング
16×160

網裾と連結

PEパイプNO.3(L=2.284m）

末端連結金具を介して船元へ

PEロープ14φ
3m＋5m？？=8.0m

1.5m 1.5m 3.0m3.0m

  

図 11 操作ロープの概要 
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簡易大型中継生簀（1000m3）魚取り出し口配置図

開閉方向

魚移送口

まき網魚捕部

生簀連結口（開口部）

魚締めの段階で連結

 

図 12 まき網魚捕部と生簀連結部の概要   図 13 魚群移送時の連結部位

魚群移送シミュレーション実験全体
生簀連結完了時

魚捕

中継生簀

サイドローラーによる魚締め中

サイドローラーによる魚締を進め
魚群を生簀連結部へ誘導

まき網魚捕から生簀内へ魚群移送

魚群移送終了直前 魚群移送終了

サイドローラー

            

図 14 サイドローラによる魚締めによる魚群移送実験の概要 
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ウ.－４ 試作 

 試設計および模型実験の結果を踏まえ、西日本ニチモウ株式会社にて中継生簀の試作を

行った。 

 

ウ.－５ フィールド実験 

 現地での仮組立は、陸上にて1トン型フォークリフト2台を用いて中継生簀を展張させ、

短管（3m パイプ）片端のエンドレスシャックル部分（洋上組立て部分）以外の連結を完了

することができた。中継生簀組み立て時の様子を図 15 および図 16 に示した。 

 運搬船への中継生簀の積込みは、運搬船装備の荷役ブームを用いて自船（運搬船）の船

首甲板に積込むことができた。その際の様子を図 17 に示した。 

洋上での中継生簀組立ては、一旦運搬船より中継生簀およびパラアンカーを繰り出し、

その後作業船を用いて中継生簀短管の片端の連結を行った。作業船を用いることで洋上に

おける生簀組立て作業は 30 分程度で行うことが可能であった。中継生簀の運搬船からの海

中投下時の様子を図 18 に示した。 

   

図 15 仮組立て前の中継生簀    図 16 短管と長管の連結部（片端のみ） 

   

図 17 運搬船への中継生簀積込み      図 18 中継生簀の海中投下 

 

 次に、洋上放置時の生簀形状（生簀内容積）の保持のために生簀後端に取り付けた傘径

8.5m パラアンカーの効果を確認した。湾内での潮流は僅かであったが、パラアンカーによ
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る中継生簀の展開は良好であった。パラアンカーは海中に没しているがこのときの様子を

図 19 に示した。さらに補助船として用いた、10 トン型灯船第 3 正徳丸にて曳航試験を行

った。馬力には十分な余力を残し曳航速度 1.1 ノットで曳航可能であった。このときの様

子を図 20 に示した。  

 

図 19 洋上放置中の中継生簀の概要 

（写真左上にパラアンカー） 

 

図 20 曳航中の中継生簀の概要 （曳航速度：1.1kt） 

曳航方向 

パラアンカー（海中） 
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エ．考察 

 大型生簀を運搬船等に搭載、迅速に搬送し、洋上で簡便に組立て・解体ができるよ

うに、生簀枠体を PE 製パイプ 250φ（d=18.4mm、14.0kg/m）に選定した。また、試作にあ

たって洋上で使用する 19 トン型まき網付属運搬船の甲板に収容可能なサイズを考慮して、

長さ方向については短管（L：3.0m）を片舷 5本つなぎとし、幅方向については長管（L:9.0m

および 4.5m）を 7 本用い、生簀容積は約 1000m3として製作した。結果の通り、19 トン型

まき網付属運搬船に積み込み、洋上での生簀組立作業は 30 分程度で完了した。微潮流であ

ったが、パラアンカーによる中継生簀の展開と容積保持も良好であった。漁獲物の取り込

み方法については魚群移送シミュレーション実験で確認し実操業に使用できる移送方法が

確立できた。これらより本年度の開発は予定通り進行したと考える。また、フィールド実

験において今後の課題も浮き彫りとなってきている。さらに、マグロ養殖業者から種苗の

安定確保と歩留まり向上を目指して簡易中継大型生簀への関心が高まっており、今年度の

結果を踏まえて来年度完成の意義が大きくなっている。 

 

オ．まとめ 

 まき網漁船の漁場から母港までの距離が長い場合は、まき網で漁獲した魚は、活魚船に

移送し搬送するか、運搬船に氷蔵（鮮魚）して搬送するしか手が無かったが、本技術が開

発されると活魚の一時保管場所（中継）として利用可能であり、漁獲物への大変高い付加

価値が生まれる。漁獲されたマグロ類の幼魚を活魚として蓄養または出荷調整することに

よって収益の向上が見込めることとなる。また、まき網漁業による養殖向けマグロの種苗

の安定確保と歩留まり向上に目途がつけばマグロ養殖漁業にも寄与することが大きく、国

民への蓄養魚によるタンパク資源供給にも弾みがつくものと考えている。さらに、漁獲魚

を生簀に迅速に収容した後のまき網船団は、次の魚群を発見・集魚し漁獲できることから、

操業効率が高まり乗組員の労働緩和が図れることになる。これらより簡易大型中継生簀が

完成した暁にはまき網漁業者、並びに養殖業者への普及が大変高いと考えている。 

 

カ．今後の問題点 

前項の通り、大型生簀を運搬船等に搭載、迅速に搬送し、洋上で簡便に組立て・解

体ができるように、生簀枠体を PE 製パイプ 250φ（d=18.4mm、14.0kg/m）に選定し、生簀

容積を約 1000m3として製作した。これを 19 トン型まき網付属運搬船に積み込み、洋上で

の生簀組立作業は 30 分程度で完了したが、現場における積込作業や組立作業に荷役ブーム

等の重機のみでなく人力に頼る場面が多く、作業性向上のために生簀枠体の軽量化を要望

する声がフィールド実験を実施した漁業者より上がっている。生簀枠体は生簀漁具重量等

の相殺分の浮力を持たせるだけでなく生簀の形状維持を目的としており、生簀枠体の軽量

化を図るために、生簀漁具重量等の相殺分の浮力は浮子を取り付け、生簀の形状維持には
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空気注入式の棒状浮体を使用することを念頭に入れた生簀の開発を来年度に向けて取り組

む予定としたい。 

また、中継生簀として漁獲魚を生簀に収容した後、同じ中継生簀を利用して養殖場まで

曳航したいと漁業者から要望あり、水産庁補助事業 漁業新技術開発事業 「平成 14～平

成 16 年、資源保護型低コストまき網漁具の開発及びまき網捕獲魚類の未利用個体の有効開

発技術の開発事業」で開発した「ハイスピード ウォーターバッグ」の構造のように生簀

内に布状袋を組み込んだ仕様の中継生簀対応型曳航式大型ウォーターバッグの検討も来年

度に向けて取り組み、マグロ幼魚の漁獲時期（6～12 月だが水温の高い夏場がベター）に

合った事業予定を組む予定としたい。 

 

キ．特許出願、学会発表等 

 

特になし 

 

 

 


