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は　じ　め　に

本調査では，愛媛県内で操業されている漁業の漁具・

漁法について行っている．宇和島市白浜地区「すくい網

漁業」についての報告（安永，2001）に続き，今回，

東予市河原津地区での底びき網漁業である戦車漕網漁業

を取り上げたので，その詳細について報告する（以降，

戦車こぎ網漁業と記す．）．

概　　　要

愛媛県では，大臣許可漁業である沖合底びき網漁業と

知事許可漁業である小型機船底びき網漁業が操業されて

いる．小型機船底びき網漁業は，愛媛県で最も盛んな漁

業の一つである．戦車こぎ網漁業は，小型機船底びき網

漁業の手繰網第3種に含まれている（表1）．

小型機船底びき網漁業

小型機船底びき網漁業は，漁業法によって漁業種類が

手繰第1種漁業，手繰第2種漁業，手繰第3種漁業，打瀬

網漁業及びその他の小型底びき網漁業に分けられてい

る．また，それぞれ漁法ごとに地方名称がある（表2）．

愛媛県では1種から3種までの漁法が操業されており，

海域別に許可されている漁法，操業時期，操業海域等が

細かく定められている．

東予市河原津での小型機船底びき網漁業

河原津漁港は市北部に位置する干拓地の先端にあり，

燧灘で小型機船底びき網漁業が盛んである．

河原津は，古くから手こぎ船による底びき網が行われ

ていた．昭和初期に発動機が漁船に導入されたことによ

り機械化が始まり，本格的な導入は第二次世界大戦の

後，焼玉エンジンに次いでディーゼルエンジンの順に始

まった．ディーゼルエンジンは当初，1気筒10馬力のも

のが使われていたが，許可馬力の変更（昭和41年11月1

日 農林省告示1821号）により，気筒数の増えたエンジ

ンが使用されるようになり，現在では3気筒で馬力数が

48キロワットまでのディーセルエンジンが使用されて
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資　　料

底びき網漁業� 大臣許可漁業（漁業法第52条第1項）�
　沖合底びき網漁業�
　以西底びき網漁業�
　遠洋底びき網漁業�
　母船式底びき網漁業�
�
知事許可漁業  �
　小型機船底びき網漁業（漁業法66条第1項）�
　底びき網漁業（無動力漁船を使用したもの，漁業法第65条第1項）�
�
手繰第1種漁業 �
手繰第2種漁業 �
手繰第3種漁業（戦車漕網漁業など）�
打瀬漁業  �
その他の小型機船底びき網漁業�

表 1 漁業法による底びき網漁業の分類

漁業種類 地方名称

手繰第1種漁業 機船手繰網漁業　手繰網漁業

手繰第2種漁業 えびこぎ網漁業　すずきこぎ網漁業

自家用つり餌料びき網漁業　てっかんこぎ網漁業

手繰第3種漁業　 貝けた網漁業　なまこけた網漁業　えびけた網漁業　

戦車漕網漁業　そろばんこぎ網漁業

打瀬網漁業　　　　　帆打瀬網漁業　潮打瀬網漁業

表 2 小型底びき網漁業の地方名称（愛媛県漁業調整規則第6条より引用．）
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いる．動力機関の導入により，巻き上げにローラー，引

き回しにワイヤーなどが使用され，人力で引き上げる底

びき網から，大きな網までが使用できるようになり，操

業効率を高めていった．

河原津での小型機船底びき網漁業では，戦車こぎ網の

使用については，漁獲効率の高い漁法であるため，操業

時期は12月1日から翌年の3月31日までに規定されてお

り，操業場所も，瀬戸内海の燧灘で定められた範囲内に

規定されている（図1）．それ以外の時期には「えびこ

ぎ網」が主に操業される．

戦車こぎ網のことを，河原津では「まんが」という名

称で呼んでいる．

調　査　結　果

漁　具

図2に示す戦車こぎ網は，鉄枠の桁の両端にソリ状の

鉄板と等間隔に取り付けられた爪が特徴である．両端の

ソリは，砂泥質の海底に漁具が沈まず，スムーズに引き

回せる働きをする．爪は，引き回しの際に海底を掘り出

し，冬期の海水温低下で泥に潜った魚介類を捕獲するた

めに使用される．桁の幅は漁業調整規則により3.03メー

トル以下に規定されている．網は，桁の天井の部分と漁

獲物を捕らえる袋網で使われ，目合いは10節から12節

のものが使用される（図3，4）．

漁　法

手繰第3種漁業である戦車こぎ網漁業は，愛媛県漁業

調整規則第43条により，操業時間は日の出前1時間から

日没時後1時間までと規定されている．そのため，早朝

に出港し漁場に向かい，日の出と共に漁を開始する．

（1）底びき網の投下（2）底びき網の引き回し（3）網

の引き上げ，漁獲物の取り出し（4）漁獲物の仕分け，

の順に行う．仕分け作業は引き回し作業をしながらも行

う．このような作業を繰り返し1日に15回程度行う．

（1）底びき網の投下

船を前進させながら，船の後部に吊り下げた戦車こぎ

網を海中に降ろし，海底に沈める．同時に，漁具を繋い

でいるワイヤーを後方に繰り出す．漁具が海中に降りた

頃合いをみて，船の速度を緩め，後方に繰り出していた

ワイヤーを止める（図5，6）．

（2）底びき網の引き回し

船を進め海底に沈めた網を20分程度引き回す（図7）．

（3）網の引き上げ，漁獲物の取り出し

網を引いた後，巻き上げローラーで戦車こぎ網を繋ぐ

ワイヤーを巻き，海面まで引き上げる．引き上げた後，

船を前進させ漁獲物の汚れを落とす．

吊り上げ用のフックを掛け，船上のクレーンを使い漁

具を海上に吊り上げる．船尾に備え付けたフックで漁具

を固定し漁獲物入った袋網の引き上げ作業をする．袋網

を船上に引き上げ，袋網の縛りを解き漁獲物を船上に取

り出す（図8～16）．

（4）漁獲物の仕分け

漁獲物を取り出した後，網の袋部末端を再度縛り，再

び海に沈めて漁を行う．漁具を引き回す間に，取り出し

た漁獲物の中からカレイ・エビ・シタビラメなどの仕分

け作業をする（図17～19）．

お　わ　り　に

戦車こぎ網漁業は，漁獲効率が高く漁具の引き回し・

引き上げなどが機械化されており1人でも操業が行え

る．その一方で，水産資源の減少などの要因から愛媛県

では底びき網漁業営体数は減退しており，河原津に至っ

ては昭和53年のピーク時の半数になっている．河原津

漁協では，毎年稚魚の放流を行い水産資源の保護に努め

ている.
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図 1 燧灘での主たる底びき網漁業操業範囲
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図 2 戦車こぎ網の図解

図 3 戦車こぎ網の写真 図 4 戦車こぎ網の爪
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図 11 船上に漁獲物を取り出す

図 5 漁場に移動 図 6 網を海中に投下

図 9 クレーンで海面上に引き上げる 図 10 船に網を固定する

図 8 ローラーで網を引き上げる図 7 船を前進させ網を引く
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図 12 網の引き上げ（海中から海面） 図 13 船のクレーンで海上に網を引き上げる

図 14 引き上げた網を船に固定する 図 15 漁獲物の入った袋網を引き上げる

図 19 漁獲物の仕分け作業

図 16 船上に漁獲物を取り出す 図 17 袋網を縛り再び海中に戻す

図 18 漁獲物の仕分け作業


