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(57)【要約】
【課題】浅海のアサリ養殖場に進入したエイを効果的に
撃退することのできるエイ撃退装置を提供する。
【解決手段】貝類漁場領域内の海底に所定の間隔を保っ
て配置された第１の電極群５ａ及び第１の電極群の隣接
する各電極間に対向配置された第２の電極群５ｂと、貝
類漁場近くの陸上又は係留筏に設置された電気パルス発
生装置１とでエイ撃退装置が構成される。陸上又は係留
筏に設置した電気パルス発生装置１から導出された出力
ケーブル４を通電区６内の電極群５ａ、５ｂに接続し、
第１、第２の電極の一方がプラス極、他方がマイナス電
極となってエイが忌避するように直流又は交流電圧の電
気パルスが印加され、貝類漁場に進入したエイに電気的
な衝撃を与えることにより、エイを傷つけることなく撃
退して貝類の食害を防止又は軽減するができる。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貝類漁場領域内の海底に所定の間隔を保って配置された第１の電極群及び第１の電極群
の隣接する各電極間に対向配置された第２の電極群と、
　前記貝類漁場近くの陸上又は係留筏に設置された電気パルス発生装置であって、
前記第１、第２の電極の一方がプラス極、他方がマイナス電極となってエイが忌避する電
場を発生するように直流又は交流電圧を波形整形して印加する電気パルス発生装置と、
　前記陸上に設置した電気パルス発生装置から導出され、又は係留筏から吊り下げて前記
電極群に接続した出力ケーブルと、
　を備えて貝類漁場に進入するエイの食害を防止又は軽減するようにしたことを特徴とす
るエイ撃退装置。
【請求項２】
　前記第１、第２の電極の複数が交互に並ぶように海底に敷設又は海水中に吊り下げられ
、かつ前記電気パルス発生装置は、前記第１、第２の電極に直流パルス電圧を所定回数出
力する毎に、前記第１の電極及び第２の電極の極性を切り換えるようにしたことを特徴と
する請求項１に記載のエイ撃退装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貝類漁場に侵入し食害をもたらすエイを撃退する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　海産のエイの多くは沿岸から大陸棚域の底生生活を送り、海底にすむ小動物、甲殻類、
貝類、小魚を餌としている。特に、ナルトビエイ、アカエイ、ツバクロエイ等は貝の漁場
に回遊して被害をもたらすが、これらの駆除に対しては刺網を仕掛け引き上げて処分する
以外に有効な対策を講じることができなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　近年、西日本のアサリ漁場ではナルトビエイによる食害が大きな問題となっている。ナ
ルトビエイはトビエイ科に属する大型の遊泳性のエイ類で、集団でアサリ漁場に来襲する
ため大量のアサリが食べられるが、DNAによる消化管内容物の同定方法を用いた研究（「
瀬戸内通信」２００５年、浜口、佐々木）によると、マガキ、タイラギ、リシケタタイラ
ギ、オオマテガイ、マテガイ、ハカガイ、シオフキ、オオノガイ、クイチガイサルボウ、
サルボウ、ムラサキガイ等の２枚貝の他、サキゴやアカニシ等の巻貝類の捕食も確認され
るため、食害は単なるアサリ１種にとどまらないことが判明した。そのため、有明海では
、ナルトビエイの食害対策として杭や竹材を漁場に打ち込んだり、漁場を網で囲ったりす
るなどして食害防止に懸命な努力が払われている。最も効率的な対策は捕獲することであ
るが、生態系への配慮から無制限に行うべきでなくそれに代わる方法の開発が要望されて
いる。そこで、様々な対策方法を検討したところ、延縄やまき網漁船でのサメの食害対策
として開発された「サメショッカー」の情報を得て、これがナルトビエイの食害対策に適
用できるかどうか研究を重ねてきた。
【０００４】
　一般に、サメやエイなどの板鰓類は、索餌等に利用する電気刺激需要器官を持っており
、このため、他の海洋生物（漁獲対象となる硬骨魚類等）と比較して顔の部分にロレンチ
ニ瓶と称する微弱電流を検知する器官をもっているため、電気刺激に対して極めて敏感で
あることが知られている。電気パルスによる撃退方法は、この生理的特性を利用し、板鰓
類だけ感じるような微弱な電気刺激を間欠的に発し、寄せ付けないようにする。貝類漁場
にナルトビエイ（以下単にエイという）の集団が一斉に進入して母貝等に多大の食害をも
たらすが、これらのエイを捕獲することなく撃退する装置の開発が望まれていた。



(3) JP 2008-206403 A 2008.9.11

10

20

30

40

50

　この発明は、このような従来の課題を解決するためになされたもので、その目的とする
ところは、海水中に電気を流し続けるものではなく、使用する電流も微弱で"感電させる"
ものでもなく、主に水深の浅い干潟域に設置して、貝類漁場に侵入して食害をもたらすナ
ルトビエイ（以下単にエイという）を効果的に撃退することのできる漁業用エイ撃退装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本願請求項１に記載の発明は、貝類漁場領域内の海底に所定
の間隔を保って配置された第１の電極群及び第１の電極群の隣接する各電極間に対向配置
された第２の電極群と、前記貝類漁場近くの陸上又は係留筏に設置された電気パルス発生
装置であって、前記第１、第２の電極の一方がプラス極、他方がマイナス電極となってエ
イが忌避する電場を発生するように直流又は交流電圧を波形整形して印加する電気パルス
発生装置と、前記陸上に設置した電気パルス発生装置から導出され、又は係留筏から吊り
下げて前記電極群に接続した出力ケーブルと、を備えて貝類漁場に進入するエイの食害を
防止又は軽減するようにしたことを特徴とするエイ撃退装置である。
　請求項２は、前記第１、第２の電極は、複数個備えられ、かつ前記第１の電極、前記第
２の電極が交互に並ぶように海底又は海水中に配置され、前記電気パルス発生装置は、前
記第１、第２の電極に直流パルス電圧を所定回数出力する毎に、前記第１の電極及び第２
の電極の極性を切り換えることを特徴とする請求項１に記載のエイ撃退装置である。
【発明の効果】
【０００６】
　本願請求項１の発明では、アサリ、ハマグリ等の貝類漁場である海底に配置される第１
、第２の電極間に直流電圧が印加されるので、貝類漁場に進入して貝類を捕食しようとす
るエイに電気的な衝撃を与えることで傷をつけることなくエイを撃退することができ、こ
れにより、貝類が蒙る被害を最小に回避することができる。請求項２の発明では、複数の
第１、第２の電極が交互に配置され、各電極間に直流電圧が印加されるため、より広範囲
に亘る海水中に電気的な衝撃を与えることができ、第１の電極、第２の電極が複数本の電
極棒から構成され、同一の電圧を印加した場合には、１本の電極棒の場合よりも、海水中
のより深い場所、広い場所まで電気的な衝撃を与えることができ、各電極間に直流パルス
電圧を印加するため、エイに対してより効果的に電気的な衝撃を与え、少ない消費電力で
より効果的にエイを撃退することができる。また、各電極の極性を所定回数のパルス電圧
を出力する毎に変化させるので、電流の流れる方向を変化させることであらゆる方向から
近づくエイに対して極めて有効に電気的な衝撃を与えることができるため極めて有益であ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の第１の実施形態
に係る漁業用エイ撃退装置１の構成を示す回路図、図２は電極の拡大断面図である。
　浅海底または干潟に設置するもので、複数の第１の電極３と第２の電極４が交互に配置
される。各電極には直流のパルス電圧が印加される、即ち交流１００ボルト又はＤＣ２４
ボルトの電源Eを昇圧したのち電気パルス発生装置を構成する自動安定器２及び電源装置
３により全波整流、充放電電力蓄積、充放電タイミング制御する直流電圧に変換し、更に
、所定の周波数のパルス電圧に変換して２つの端子から出力させた直流のパルス電圧をケ
ーブル４、４に導いて通電領域６内に配置した複数の第１の電極（＋電極）５a、第２の
電極（－電極）５bに印加する。例えば、交流１００ボルトの電圧から、パルス電圧６０
０～９００ボルト、パルス幅０．５ｍsec、パルス数１又は２回／secとなるパルス電圧を
生成して出力する。電極群は、一定の面積を占める通電領域６内を縦横数区画（図１では
５×５区画）に分け、中央と周縁部を除く８区画内の隅部に＋電極５a、－電極５bが交互
に配置される。
【０００８】
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　図３は図１に示す装置を浅海に設置した状態を示す側面図である。各電極は、浅海干潟
の海底７にケーブル４を埋設し、その末端近くを立ち上げ、立ち上げトップ部分にラッパ
管９付きの例えば直径１６ｍｍの塩ビ管８で保護して電極を直立に支持する。塩ビ管８は
、例えばその近くの海底に突き立てた鉄棒又は杭１０との間にワイヤ１１を巻き付け固定
して、波浪による転倒を防止しておく。
　このように、第１の電極、第２の電極が複数本の電極棒から構成され、同一の電圧を印
加した場合には、１本の電極棒の場合よりも、海底のより広い場所まで電気的な衝撃を与
えることができる。各電極間に直流パルス電圧を印加するため、より広範囲に亘る海水中
に電気的な衝撃を与えることでエイに対し、少ない消費電力で効果的に電気的な衝撃を与
えてエイを撃退することができる。また、各電極の極性を所定回数のパルス電圧を出力す
る毎に変化させることにより電流の流れる方向を変化させてあらゆる方向から近づくエイ
に対して有効に電気的な衝撃を与えることができる。
【０００９】
　２つの出力端子の極性を、交互にプラス極、マイナス極で変更する。即ち、１回目のパ
ルス電圧が、電極群５ａがプラス極、電極群５ｂがマイナス極となる極性であったなら、
２回目のパルス電圧は電極群５ａがマイナス極、電極群５ｂがプラス極となるように、交
互に極性を切り換える。電極群は、複数個（ここでは８個）の電極棒を備えている。
　なお、上記実施形態では、各電極をそれぞれ８個である場合を例に挙げて説明したが、
本発明はこれに限定されるものではなく、１または複数個とすることができる。また、２
つの電極群を備える場合を例に挙げたが、本発明はこれに限定されるものではなく、３以
上の電極群を備える構成とすることも可能である。この場合には、３以上設けられた電極
群が交互にプラス極、マイナス極となるように極性を設定することにより、より効果的に
海水中に電気パルスを発生させることができる。
【００１０】
　図４は母貝団地におけるエイの食痕を例示するもので（a）は通電区、（b）は非通電対
象区の平面図である。図中、○は区画枠からの距離とエイの食痕、☆はツメタガイ（スナ
ジャワンを含む）、◇はイシガニ、△はアカニシを示す。
　図４（a）に示すように通電区では、通電区外に多数の○印、すなわちエイの食痕が存
在したのに対し、通電区内には小さなエイの食痕とアカニシの生存が各１個確認されたに
過ぎなかった。これに対し（b）の非通電対象区には多数のエイの食痕が認められた。な
お、○印の大小は食痕の大きさ、矢印間の数字は区画枠からの距離を示す。
【００１１】
　本発明では第１の電極、第２の電極及び電源手段２を取り外すことができるので、上記
のように浅海の海底に敷設する以外に、図示を省略したが漁船又は係留筏に電気パルス発
生装置等を搭載し、ケーブル４を介して海底に敷設した電極群に接続して使用することが
できコスト的に極めて有利である。
　さらに、詳しく説明すると、漁業用エイ撃退装置のパルス発生装置等を漁船又は筏に搭
載するときは、電源装置（電源手段）と、該電源装置と連結された２つの電極群、即ち電
極群（第１の電極）と、電極群（第２の電極）とを備え、各電極群間の距離は、例えば、
１５～３０ｍとされ、各電極群を構成する電極棒どうしの間隔は１から３ｍとされている
。
【００１２】
　上記のように構成された漁業用エイ撃退装置の動作について説明する。漁船又は筏に搭
載し、もしくは海岸に設置した電気パルス発生装置１を駆動して漁場の海底に配置した各
電極群にパルス電圧を印加する。これにより、上記したように、電圧６００～９００ボル
ト、パルス幅０．５ｍsecとなる直流パルスが、毎秒１又は２回ずつ極性が交互に切り替
わりながら、各電極群に印加される。その結果、漁船近傍の海水中に電気パルスが発生す
るので、エイが図１に示すような各通電区（通電領域）６に接近しようとすると電気パル
スにより衝撃を受けて退散する。前述したように、エイは顔の部分にロレンチニ瓶と称す
る微弱電流を検知する器官を持っており、通常はこの機能を用いて、砂に隠れている魚や
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、遠くにいる魚を探し出すことができる反面、海底付近の水中にパルス電圧を発生させる
とこれに敏感に反応してしまい、衝撃を受けて退散してしまう。つまり、本実施形態では
、各電極群にパルス電圧を印加することにより、貝類に近づこうとするエイに電気的な衝
撃を与え、この衝撃によりエイを追い払うことができる。
【００１３】
　本発明者らが、実際に上記の条件で直流パルスを出力した際に、海水中において発生す
る電圧を測定したところ、図２に示すように、パルス発信源からの距離５ｍで１７４ボル
ト、１０ｍで１６７ボルト、１５ｍで１５７ボルト、２０ｍで１５５ボルト、１５４ボル
トとなり、半径２５ｍの範囲まで電気的な衝撃が与えられることが確認できた。このよう
にして、本実施形態に係る漁業用エイ撃退装置では、漁船の近傍の海水中に２つの電極群
５ａ，５ｂを配置し、これらの電極群間にパルス電圧を印加するので、近づくエイ８を撃
退することができる。これにより、貝類の食貝を防止することができる。また、電気ショ
ックによりエイを撃退する方式を採用するので、エイに傷を付けることがなく、動物保護
の観点から見て極めて効果的である。
【００１４】
　以上、本発明の装置は図示の実施形態に限定されるものではなく、例えば、各実施形態
では、パルス電圧を１回出力する毎に電極の極性を変化させる場合を例に挙げて説明した
が、本発明はこれに限定されるものではなく、２回又は３回以上の所定回数毎に電極の極
性を変化させるようにしても良い。
【００１５】
　現地実証試験
１．試験目的
　本試験は、アサリに対するナルトビエイの食害対策として、電気パルスによる方法の有
効性を確認し、今後のナルトビエイ対策技術の開発のための基礎資料とすることを目的と
する。
２．試験方法
　現地実証試験は、大分県中津市地先の干潟に電気パルス発生装置を設置し、実海域にお
けるナルトビエイの食害に対する電気パルスの有効性を確認した。試験は、対象海域内に
アサリを放流した試験区を２箇所設定し、一方の区画にナルトビエイ対策用の電気パルス
発生装置（以下、装置という）を設置して、一定期間経過後に放流アサリ生残数の計数と
目視観察による食痕の確認を行なった。
【００１６】
　[試験概要]
試験場所：大分県中津干潟
試験期間：平成１８年９月２２日～１０月５日（継続中）
装置仕様及び設置方法：装置の設置方法は図３に示ものと同様である。
【００１７】
【表１】

【００１８】
　図４は母貝団地におけるエイの食痕を例示するもので（a）は通電区、（b）は非通電対
象区の平面図である。
　試験区面積：１０ｍ×１０ｍ（２ｍメッシュに分割）
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　試験区画数：通電区と対照区の２区画、通電区と対照区の間隔は約６０ｍ
　　　　　　　　係留イカダと通電区の間隔は約２５ｍ
　アサリ放流量：８７．５ｋｇ／区画（10ｍ×10ｍ）、３．５ｋｇ／４ｍ２

【００１９】
　試験内容
（ａ）　放流アサリの生残数計測
　放流用アサリは、実験海域周辺で漁業者が採捕したものを買取り、計量後、各試験区（
通電区、非通電区各２５箇所）に放流し、一定期間経過後、各試験区におけるアサリ生残
数を計数する。計数は、２０ｃｍ×２０ｃｍコドラートを用いて１試験区あたり９箇所を
実施した。アサリ放流直後に初期密度を計数しておき、２週間後、５週間後に観察したと
ころ、本発明の通電区が平均生殖率８９．５％、１０７．０％であるに対し非通電区（対
照区）は７７．６％、５３．７％であった。
（ｂ）　目視観察による食痕の確認
　放流アサリの計測時に目視観察により食痕の位置等を確認する。なお、試験開始時に試
験区周辺に食痕はなかった。
３．今後の課題
　現在、試験継続中である。現地の情報からナルトビエイの出現は１０月いっぱいである
ことから、１０月下旬の大潮に合わせて装置を撤収し、撤収時に最終的なアサリ生残数の
最終結果が得られる。現地実証試験終了後、水槽実験によるナルトビエイ影響評価試験を
予定している。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の漁業用エイ撃退装置の回路である。
【図２】図１に示す電極の拡大側面図である。
【図３】図１に示す装置を浅海に設置した状態を示す側面図である。
【図４】母貝団地におけるエイの食痕を例示するもので（a）は通電区、（b）は非通電対
象区の平面図である。
【符号の説明】
【００２１】
　１　電気パルス発生装置　　　　　２　自動安定器
　３　電源装置　　　　　　　　　　４　ケーブル
　５ａ、５ｂ　電極群　　　　　　　６　通電区
　７　放流アサリ　　　　　　　　　８　海底
　９　塩ビ管　　　　　　　　　　　９ａ　ラッパ管　
　１０　鉄棒又は杭　　　　　　　　１１　ワイヤ　
　１２　係留筏　　　　　　　　　　１３　目印浮子　
　１４　係留ワイヤ　　　　　　　　
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【図３】
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