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沿岸資源研究室では，長崎県野母崎町地先の水深約

15�以浅に設定した調査区において，1993年より底生
生活初期のイセエビを対象とした潜水調査を継続してい

る。この水域は，主にノコギリモクとクロメが優占する転

石地帯であり，これら大型褐藻類がポストラーバの着底

数を左右したり，底生生活初期の稚エビの索餌場となる

など，その重要性が明らかとなってきたところである。

ところが，昨年の８月９日までは観察されていた健全

なクロメ群落が，９月８日の調査時には下の写真の通り，

葉を失って茎だけ林立する状態に陥っているのが観察さ

れた。当地でこの様な例を観察するのは，昨年についで

二度目であるが，昨年はごく限られた場所でしか見られ

なかったのに対して，今回はそれをはるかに上回る規模

であった。残った茎や海底に散乱していた葉の縁辺には，

半月型の魚類の噛み跡らしきものがたくさん見られた。

12月７日に長崎県総合水試と共同で緊急調査を行っ
た結果，海岸線およそ２�に沿って水深約３�以深のク

ロメがほぼ全数，同様の状態になっていることが示唆さ

れた。また，9月の時点では成長点付近が残っており，
葉の再生が期待された個体も，12月には茎だけの状態
になっていることも確認された。ただ，不思議なことに

水深２�以浅には健全な個体が多く残っていた。

当水域に分布する植食性魚類のうち，潜水調査中によ

く見かける種はブダイとアイゴであるが，例年秋頃から

見かける30�以上のブダイが，昨年は初夏から見られ
たこと，周辺住民によればアイゴが例年になく多いらし

いことなどから，直接の原因はこれら魚類による食害で

ある可能性があり，現在噛み跡の検証試験を行っている。

ただ，いずれの魚種も当地では利用されないため，その

量的変動を示す資料は残念ながら見当たらない。なお，

当地の水深約７�における水温変動を見ると，９月中旬

から12月初旬までは98年の方が２～３℃高い傾向が続
いてはいるが，７月以降の最高水温は97年が28.3℃，
98年が27.9℃とあまり差がなく，この現象が見られた９
月初旬までの期間では大きな差は見られない。

水深２�以浅には健全な個体が残っていること，もう

一方の優占種であるノコギリモクには影響が見られない

こと，など磯焼けに至る心配について否定的な材料があ

る一方で，当該水域の西端付近では，数年前より徐々に

クロメの分布深度が浅くなっていること，長崎半島北側

の岳路地先では，1995年９月に同様の現象が見られ，
翌96年から磯焼けに陥っていること，など肯定的な材
料もあり，今のところ判断は難しい。今後の継続的な調

査に判断を委ねるしかないだろう。

潜水調査を行っている研究者等からの情報では，コン

ブ目海藻における同様の現象が，神奈川，静岡，徳島，

大分，宮崎といった黒潮沿岸域各地でも発生しているら

しい。ただ，その原因については高水温と食害の２説が

あり，やはり確定には至っていない。いずれにせよ，各

地先での現状把握が求められる。

沖縄周辺等では高水温によるサンゴ白化現象が大規模

に生じ，緊急調査が進められている。時期をほぼ同じに

して発生したと見られるこの本邦周辺での海藻異常が，

広域での緊急調査の対象とならないことを祈りたい。

（＊海区水産業研究部　沿岸資源研究室）

（＊＊海区水産業研究部　資源培養研究室）

コンブ目海藻の葉状部消失現象，各地で発生の模様
－藻食性魚類の異常発生か，温暖化か？－

吉村　　拓＊・清本　節夫＊＊

研究情報

葉状部を失ったクロメ（1998年10月22日，野母崎地先の水深約5ｍにて）
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「アメフラシ」と聞いても分からない人でも，春に潮

の引いた海岸にいて，触ると紫色の液を出す“うみうし”

と言われると姿を思い浮かべる人も多いと思う。見た目

では想像できないが，歴とした巻貝の仲間で体の中に殻

を持っている。さて，ここで紹介しようとしているのは，

そのアメフラシの近縁種で大きくなると殻もなくしてし

まう「トゲアメフラシ」である。その姿は写真１のように，

背面が樹枝状の柔らかい突起に覆われており，その間に

は一目見ると忘れられない青い斑点が散らばっている。

筆者らは1990年から橘湾奥でクロアワビとムラサキ

ウニの調査を行っていたが，1991年11月に突然この見

慣れない動物を大量に見ることとなった。多いところで

は50cm×50cmの枠の中にトゲアメフラシが17個体も

見つかり，石を返すと小型のトゲアメフラシが舞い上が

る状態だった（写真２）。91年秋といえば，長崎県下に大

きな被害をもたらした台風19号が通過した直後であり，

調査地の海岸でも大きな石が打ち上げられたり，護岸が

崩れたりした。また，海底で見られる生物の種類も量も

それまでとは大きく変化していた。その後，翌92年２

月までは同様の枠取り調査で確認されたが，それ以降ほ

とんど見ることはなかった（図１）。図２にこの時に枠取

り調査で採集されたトゲアメフラシの湿重量の組成を示

した。当初20�以下と小さいものが多かったが12月に

は20�以上のものも見られ，2月になると再び15～20�

の個体が主となった。この調査の時に船を出してもらっ

ていた人は，底曳き網もやっていたのだが，網を曳くと

これがたくさん入って困ると言っていたのを覚えている。

その後，この調査地ではほとんど見ることもなかった

トゲアメフラシであったが，資源増殖部魚類増殖研究室

（当時）の輿石室長から，島原半島南西部の橘湾岸で行っ

ているヒラメの調査で，今年（1998年）の夏にトゲアメフ

ラシが桁網に入ったと聞いた。輿石室長の話では，少な

くとも４・５年前から，特に夏場に見られていたが，こ

の夏は多いときで一網で100個体近く入り，斑点が青い

ものだけでなく，ピンクのものもいるということだった。

９月に漁獲効率調査の手伝いで同行したときには，水中

カメラ越しにトゲアメフラシの姿を見ることはできた

が，実物を見ることはできなかったため，ピンクの個体

は確認できなかった。12月の調査に同行したときには，

桁網の採集物の中にトゲアメフラシの影も形もなかった。

アメフラシの異常発生と言えば，筆者の入所前である

が，1988年春先に島原市地先でアマクサアメフラシが

異常発生し，養殖ワカメに大きな被害が出て，漁協・長

崎県による駆除が行われている（加藤・近藤 1989）。こ

の報告の中で，1982年から当時までのアマクサアメフ

ラシに関する文献は９件あったと書かれている。そこで，

トゲアメフラシについても検索してみた。意外にも

1980年以降で13の文献があることが分かった（この検

索は，農林水産研究情報センターのBIOSISおよびASFA

により行った）。この中には人工海水での飼育からミオ

グロビンのアミノ酸配列，さらには紫外線の影響に関す

るものまであった。このうち，人工海水での飼育に関し

て，Paige（1988）は，トゲアメフラシの４つの亜種の

橘湾で見られたトゲアメフラシについて

清　本　節　夫

写真１．トゲアメフラシ 写真２．枠取りの様子。黄色の枠が50cm×50cm。
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うちメキシコ湾に生息する種類について調べ，主な餌は，

海藻類を食べるアメフラシとは異なり，泥の表面の珪藻

類や藍藻類であり，幼生の着底も藍藻類により誘引され

ることが明らかにされている。卵から孵化後，20日間

程度の浮遊幼生期の後，変態して底生生活に入り，１月

後には体の長さが10mmほどになり，２～３か月後に

は成熟したと報告されている。また， 少し古い文献に

なるが，Lowe and Turner（1976）はフロリダ州で1972年

１月に１�より浅いところで１�あたり600個体の密度

で集中しているのを観察したが，１月後には見られなか

ったと報告している。

この夏，筆者は，直径３�の円形水槽２基を組み立て，

当水研の前から汲上げて砂濾過した海水を掛け流してい

た。10月に入って中を覗いてみると，黄色いひも状の

固まりがあちらこちらにあった。いわゆる海ゾウメンと

呼ばれるアメフラシの卵と同様のものであった。この水

槽には汲み上げた海水以外に何も入れた覚えがないので

不思議に思ったが，よく見ると繁茂した細い繊維状の藻

類の下を懐かしいトゲアメフラシがはい回っていた。

Paige（1988）は２～３か月で成熟すると報告しているこ

とから，濾過海水から幼生として入り，この水槽内で成

長，産卵したのではないかと考えられた。中から取り出

して別の小型水槽に移し，餌としてアワビ用の塩蔵ワカ

メを与えたが食べる気配はなかった。文献にあるように

大型海藻は食べないようであり，少なくとも磯やけの原

因にはならないようなのでほっとした。

12月にはいると，トゲアメフラシは他の水槽でも見

られるようになった。この水槽には輿石室長の調査で桁

網に入った海藻をウニの餌として入れていたので，トゲ

アメフラシがくっついてきた可能性はある。しかし，円

形水槽の件や，濾過海水以外に進入経路の考えられない

貯水槽でマナマコを発見したことから，濾過海水から中

に入ったのではないかと疑っている。

もし，濾過海水から入ったとしたら，長崎港内でトゲ

アメフラシが繁殖しているはずである。海水を汲み上げ

るための取水管は，ムラサキイガイ，フサコケムシ，フ

ジツボ類などにより詰まってしまうため，年に３回ほど

交換が必要である。このときに潜水して作業を行うのだ

が，これまで取水口の周辺でトゲアメフラシを見た記憶

がない。残念ながら，６月に取水管を交換して以来，取

水管が詰まらないため，取水口の周囲にトゲアメフラシ

がいるかどうか分からない。次の取水管の交換のさいに

は確認できるものと考えている。

引用文献
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（海区水産業研究部　資源培養研究室）

図１．トゲアメフラシの密度（個体数/1m2）。縦棒は標
準偏差を表す。

図２．トゲアメフラシの湿重量組成。
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サンゴ礁域の付着生物研究：最初の一歩

高田　宜武＊・Ｋ．ナンダクマール＊＊

付着生物とは

水中の基盤に付着して生活している生物を総称して，

付着生物と呼ぶ。付着生物は底棲生物に含まれるが，移

動力の高い生物や埋在性・穿孔性の生物を含まない。英

語でEpifaunaやEpifloraと呼ばれるものは自然基質に

付着したもので，人工基質に付着したものはBiofouling

と呼ばれる。カキやノリは水産上有用な付着生物である。

一方，船底や養殖筏に付着生物が生育すると，汚損生物

という不名誉な呼ばれ方をすることがある。カイメンや

ホヤやコケムシが付着していたら，美しいとは感じない

かもしれない。これは，生物の側から見ると不公平だ。

テレビ番組などで我々の目を楽しませるサンゴも，カイ

メンなどと同じ付着生物である。厳密には，バクテリア

や単細胞性の珪藻類などの微小生物も付着生物に含まれ

るが，この文章では多細胞性の大型生物のみを付着生物

と呼ぶことにする。

今回，「サンゴ礁域における生物群集多様性構造の解

明」の一環として，著者の一人（K．N．）は石垣支所で短

期間の付着生物研究に従事することができた。その期間

に行った談話会・議論・実験等をもとに，サンゴ礁域の

付着生物研究についての概要を紹介したい。

まずは大風呂敷

付着生物に限らず，底棲生物の生態研究は地味に見え

るようだ。しかし，研究の見通しはひそかにある。ちょ

っと道のりが遠いだけだ。例えば，３つ挙げてみる。

１，被覆性の付着生物は，お互いに被覆する空間をめ

ぐって常に競争状態にある。また，サンゴを含む被覆性

の付着生物の体表面には，他の付着生物は定着しないの

が普通である。この様な攻撃と防御のための武器として，

付着生物は様々な化学物質を生産していると考えられて

いる。こうした付着生物の種間関係を調べることで，こ

れらの化学物質が，どの様な場面でどう利用されている

かを推測できるだろう。特にサンゴ礁海域は付着生物の

多様性が高いと思われるので，研究の発展性がある。

２，オニヒトデは，造礁サンゴに大規模な食害を与え

ることで有名である。オニヒトデの稚仔は，最初は石灰

藻と総称される複数種の紅藻を摂食し，ある程度成長し

てからサンゴ食に食性が変化する。石灰藻は被覆性の付

着生物なので，他の付着生物との相互作用がある。オニ

ヒトデの初期生態を理解するためには，石灰藻の生態を

知る必要がある。

３，最近の研究では，サンゴ群集は，以前に思われて

いたほど安定ではなく，動的で非平衡状態にあるという

見方が強くなってきた。生残と加入のバランスが問題な

のだが，サンゴの繁殖には多様な方法があるため単純で

はない。特に，浮遊幼生期から定着初期の生態に未解決

な部分が多い。サンゴの幼生が定着しようとする場所に

は，すでに他の付着生物が生育しているかもしれない。

定着場所の選択とその後の成長には，他の付着生物との

関係を考慮する必要がある。

これらの問題に近づくためには，石灰藻やサンゴだけ

を取り上げるのではなく，付着生物の群集として研究す

る立場が重要である。

研究法あれこれ

付着生物（Biofouling）を研究する方法は大きく２つあ

る。１つめは護岸・船底・筏などの人工構造物上に繁茂し

た付着生物群集を定面積採集する方法。２つめは定面積

の人工基盤を海中に垂下して，一定期間後もしくは経時

的に採集する方法である。後者の方法では，実験的な操

作・反復が容易であり，統計処理が可能なデータセット

が得られる。付着生物の成長・生残・繁殖などの生態を制

御する要因の解析や，水質など物理環境との相関，時空

間的比較等を行うためには，後者の方法が優れている。

付着生物群集を構成する種は6000種以上あると考え

られている。そのほとんどは，一度定着したら全く動け

ない固着性の生物である。それ以外の生物も移動能力の

低いものが多い。これらの生物にとって，世代を継いで

新しい生息場所を開拓する方法は，生活史の初期に浮遊

期（胞子や幼生など）を持つことである。海水中を浮遊

する幼生が，適当な基盤に遭遇すると，定着し変態し成
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長を始める。

海中に新しい付着基盤を設置すると，最初は海水中の

分子やコロイドなどが表面に付着して，Conditioned film

を形成する。次にバクテリアや珪藻などの単細胞藻類が

付着してBiofilmを形成する。次の段階で，付着生物の

幼生が定着し，成長を開始して，Macrofoulingが形成さ

れる。幼生が定着する際には，種類によって定着場所の

選好性が異なるといわれている。先に定着した付着生物

やBiofilmによる条件付けが，次に定着する付着生物を

規定すると考えられている。このため，研究に使用する

付着基盤の材質と形状が付着生物の群集組成に影響を与

える。普通は，なるべく物理化学的に不活性な材料を用

い，設置した基板の中央部のみを解析する。基板の周辺

部は，微細な渦流などの周辺効果があるために，中央部

とは異なった群集組成になることが多い。

解析は，１）総被度，２）総個体数，３）種査定，４）

種毎の被度と個体数，５）被覆の厚さ，６）総現存量と

種毎の現存量，７）定着と成長の季節変化と年変化，と

いうデータが基本である。さらに，個々の研究目的に合

わせて水質などの環境データが必要となる。写真１は，

現存量測定のために付着生物のはぎ取りを行っていると

ころである。

石垣の付着生物調査

今回の研究では調査の第一歩という事もあって，小規

模な実験を組むことになった。石垣支所前の浦底湾で，

サンゴ礁の内側と外側での付着生物を比較するというも

のである。内側は魚類等の生物量が大きく水深の浅い礁

池，外側は外洋水の影響をうける水深20�ほどの礁斜

面の上部である。付着板として一辺25�の正方形の塩

化ビニル板を４枚，水面下１�に垂下した（写真２）。

過去の情報がないので，どれ位の付着生物が定着し繁茂

するのか見当がつかない。被覆性の石灰藻類や，群体性

のヒドロゾア類やコケムシ類がまばらに付着するぐらい

がいいなあと思いつつ，とりあえず，１カ月の垂下期間

を目標に研究を始めた。

しかし，台風10号の接近のため，付着板は３週間弱

しか海中に垂下できなかった。石垣では，天気予報で台

風情報が放送されてから，台風準備をしても間に合わな

いのである。日々，衛星画像で雲の動きをチェックする

必要がある。台風10号はルソン島の東方を通過する時

点で，中心気圧900hpの「超大型で猛烈に強い台風」で

あった。予報では，石垣島を直撃するようなコースが示

されていた。慌てて付着板を回収した。海中に垂下した

ままだと，付着板上の生物が波浪で剥離するだけでなく，

付着板そのものが海の藻屑となっていたであろう。

回収した付着板には，主に糸状の緑藻類および紅藻類

が生育していた。石灰藻や群体性の動物が繁茂するには，

ちょっと期間が短かすぎたようだ。それでも，10種類

ほどの付着生物が得られた。また，内側と外側の，２つ

の調査地点間の違いも明らかになった。ちょうど，付着

板の設置時期がサンゴの大規模な白化の直後に当たった

ので，図らずも，普通の年には取れない貴重なデータが

得られたかもしれない。現在，解析を進めているところ

である。

最後に，今回の外国人招聘にあたって関係者の皆様に

協力して頂きました。有り難うございました。

（＊石垣支所　亜熱帯生態系研究室）

（＊＊インデラ・ガンジー原子力研究センター）

写真１．現存量測定のために付着板から付着生物をはぎ取る

写真２．礁斜面上部に垂下した塩化ビニル製の付着板
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八重山海域の沿岸性漁獲物について
－八重山漁業協同組合魚市場における漁獲物測定調査－

水戸啓一＊・清水弘文＊＊・小林正裕＊・加藤雅也＊・栗原健夫＊

サンゴ礁の広がる熱帯の海に囲まれた沖縄県は，サン

ゴ礁に生息する彩り豊かな魚の宝庫である。しかし，平

成７年の沖縄県の漁獲統計によると（沖縄開発庁沖縄総

合事務局農林水産部，1997），総漁獲量は約２万３千ト

ン，このうちマグロ類が最も多く，約９千トンで40％

を占め，主にサンゴ礁に生息する沿岸性の魚介藻類の漁

獲量は約3,800トンで17％にすぎず，思いのほかその比

重は低い。このうちブダイ類が約790トン，タカサゴ類

が600トン，ハタ類が430トン，アイゴ類が270トンで

あった。沖縄海域の中でも，石垣支所がある八重山海域

は沿岸性魚介類の屈指の漁場になっており，八重山海域

の総漁獲量約2,600トンのうち，沿岸性の魚介藻類は約

720トンで28％を占め，沖縄全体での比率よりは高い。

主要種としては，タカサゴ類が約190トン，ブダイ類が100

トン，ハタ類が90トン，アイゴ類が50トンであった。

このように沖縄の沿岸資源は思いのほか低水準であ

り，漁獲量やＣＰＵＥの経年変化においても多くの種で

これらの低下が指摘されており，この回復をはかる必要

性が叫ばれている。このためには，資源の現状を捉え，

資源管理，漁業管理を行わなければならないが，まずは

漁獲物の年齢構成を知る必要がある。市場での漁獲物測

定はその第一歩である。

これまでは，八重山海域の漁獲物は，直接，那覇の県

漁連へ送られ，そこでセリにかけられていたが，今年の

８月から，八重山漁業協同組合の再建策の一環として，

新栄町にある組合の市場において，セリが行われるよう

になった（写真１）。市場での漁獲物の測定については，

沖縄県の水産試験場が沖縄本島において，重要種の体長

測定を行っている（海老沢，1996a；1996b）が，８月以降

は，本島では八重山海域の漁獲物の体長データが得られ

にくくなった。石垣島にある沖縄水試の八重山支場には

増養殖部門しかないため，測定する計画はないとのこと

であった。沖縄水試には，水産庁から水域環境・生態系

調査を委託しており，この中でスジアラの資源生物学的

データの収集と解析をお願いしている。また，昨年度ま

で沖縄県によって実施された資源管理型漁業推進協議会

において，八重山海域のイソフエフキ資源に対する資源

管理方策が策定され，八重山漁業協同組合がこの方策に

基づいて，今年度から自主管理を開始した。この管理に

よって，イソフエフキの資源状況がどのように変化するか

を追跡していく必要がある。これらのデータを得るため

にも，八重山海域の漁獲物の測定は必要不可欠である。

セリは，土曜日を除く毎日，朝９時と夕方５時の２回，

行われている。セリの開始，１時間30分前から２時間

前に，漁協職員が漁獲物を種類別サイズ別により分け，

容器に入れ，その重量を量り，同じ漁業者の漁獲物を種

類サイズ順に並べ，氷を入れる。セリが始まる時刻まで

この作業が続けられる。一つの容器内での漁獲物の重量

は２～５キロ程度である。マグロ類，カジキ類について

は，１個体ずつ，重量を量り，そのまま並べる。日によ

って変化はあるが，容器は300～500個程度並ぶ（写真

２）。マグロ類，カジキ類は，50尾程度が並ぶが（写真

３），全く取り扱われない日もある。１日の取扱量は朝

夕合わせて３トン程度，八重山海域での漁獲量の７～８

割がここでセリにかけられ，当初の目的を達成している

とのことである。平均単価は，キロ800円程度，那覇で

のセリ値より若干安いが，輸送経費等を考えると，漁業

者にとっても，地元消費者にとっても，より良くなった

といわれている。観光客が見学に来たり，児童生徒が学

習に来たりしており，水産関係者以外の方々に八重山海

写真１．八重山漁業協同組合魚市場でのセリの風景
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域の漁獲物を知ってもらい，漁業への理解をより高めて

もらうとともに，漁業が地域や観光との結びつきをさら

に広げていくことが期待される。また，地元スーパーは

八重山産漁獲物のブランド化を図りたいと考えている。

測定対象種は，スジアラ，イソフエフキ，ハマフエフ

キ，タカサゴ，シロクラベラ，ナンヨウブダイ，イロブ

ダイ，ハマダイ，アオダイ，キハダ，カツオ等である。

セリが始まった８月上旬から，おおむね１週間に朝，夕

それぞれ１回ずつ体長測定を実施している。容器内にな

らべられている魚体になるべく触れないようにして，ノ

ギスで体中央部の先端から後端までの間を測定してい

る。多くの種では尾叉長に当たる。同時に，市場でセリ

にかけられた魚種のリストも作成している。

市場で，観察した種類は，ハタ科32種，アジ科13種，

フエダイ科21種，フエフキダイ科16種，ヒメジ科８種，

ベラ科７種，ブダイ科14種，サバ科６種等，合計190種

であった。このように，取り扱われる種類数は非常に多

く，重要種を除くと，近縁種は同じ容器に入れられ，１

種類の漁獲物として扱われている。種別に分けられてい

ないため，漁獲量を基にした資源解析も当然魚種群ごと

に行わざるを得ない。しかし，種が異なると，成長率，

自然死亡率等が異なるため，種群としてのこれらのパラ

メーター設定には工夫が必要となる。

これまでに，８月と９月の測定結果をとりまとめた。

この２ヶ月に朝夕それぞれ６回ずつ合計12回の測定を

行った。測定個体数は，スジアラ370尾，ハマダイ720

尾，アオダイ460尾，タカサゴ類497尾，イソフエフキ

1,651尾，ハマフエフキ230尾，ナンヨウブダイ419尾等，

合計4,647個体であった。なお，タカサゴ類については，

当初タカサゴのみを測定する予定であったが，セリ用の

箱の中にはニセタカサゴも含まれており，ここでは両種

を区別しないで測定していた。今後は，両種を区別して

測定する予定である。

主な魚種について，測定結果をみていくが，漁業の種

類によって漁獲される魚体の大きさが異なるため，漁業

種類別に分けて示す。なお，八重山海域で行われている

漁業は，かご網漁業（かご），電灯潜り漁業（潜り），一本

釣り漁業，竿釣漁業（以上釣り），刺し網漁業，追い込み

網漁業（つなかけ）（以上網）等である。細分するとデー

タが足りなくなるため，ここでは，かご，潜り，釣り，網

の４つに大別した。また，漁業の操業時刻によって，か

ご，つなかけ，竿釣りでの漁獲物は夕方，電灯潜り，一

本釣りでの漁獲物は朝のセリで主に扱われ，これが体長

組成に影響を与える。このため，片方の時刻のデータだ

けでは偏りができるので，この点に注意が必要である。

スジアラは（図，写真４），全体で体長範囲は21～76

�，モードは35�と47�にみられた。漁業種類別には，

かご網漁業で35�と47�に，潜水漁業で35�に，釣り漁

業で47�にモードがみられ，潜水漁業による漁獲物は

小形であった。沖縄県水産試験場に委託して測定した昨

年８～９月の八重山海域でのスジアラの体長組成では，

30～40�の個体が多かった（海老沢，1998b）。これと比

べると，今回は40～50�の大型個体が多いといえる。

ハマダイは（図，写真５），全体で体長範囲は22～83

�，モードは30�，39�，50�にみられた。ほとんど

は，釣り漁業の一本釣で漁獲されている。朝のセリにか

けられる個体が多い。

アオダイは，全体で体長範囲は20～49�，モードは

25�，30�，33�にみられた。ハマダイと同様に，ほ

とんどは，一本釣で漁獲され，朝のセリにかけられる個

体が多い。

タカサゴ類は，全体で体長範囲は13～23�，モード

写真２．セリのために容器に入れられた魚

写真３．セリを待つマグロ類
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が16�と19�にみられた。漁業種類別には，網漁業で

19�に，釣り漁業で16�にモードがみられ，釣り漁業

による漁獲物は小形であった。八重山海域では1997年

までは，アギャーと呼ばれる大規模な追い込み網が行わ

れていたが，人手不足のため1997年後半から操業がで

きない状況にある。現在は，主に釣りによってわずかに

漁獲されているにすぎない。

イソフエフキは（図，写真６），全体で体長範囲は14

～34�，モードは22�にみられた。漁業種類別には，

かご網漁業で20�に，潜水漁業で21�と25�に，釣り

漁業で22�にモードがみられ，かご網漁業による漁獲

物は小形であった。セリの時刻では，夕方のセリにかけ

られた個体がより小形であったが，これはかごによる漁

獲物がその主体になったためである。沖縄水試が測定し

た昨年８～９月の八重山海域でのイソフエフキの体長組

成では，モードが22�にみられた（海老沢，1998a）。

今回の結果はこれとほぼ同じ組成であった。

ハマフエフキは（図，写真７），全体で体長範囲は20

～58�，モードは24�，30�，39�にみられた。漁業

種類別には，潜水漁業で30�と39�に，釣り漁業で

24cmと31cmにモードがみられ，釣り漁業による漁獲物

は小形であった。

ナンヨウブダイは（図，写真８），全体で体長範囲は21

～58�，モードが27�，32�，38�，47�にみられた。

漁業種類別には，かご網漁業で27�に，潜水漁業で35

�と47�にモードがみられ，釣り漁業で24～40�の個

体が多く，かご網漁業による漁獲物は小形であった。

今後，周年にわたり，八重山海域でのデータを収集し

ていく計画である。イソフエフキについては，沖縄水試に

よって年齢-体長キイが作成されている（海老沢，1998a）。

沖縄水試と共同で，これを利用して，漁獲物の年齢組成

を推定し，データの蓄積を図り，数年後には，年別年齢

組成からコホート解析により，年齢別資源尾数の推定を

行いたいと考えている。そして，資源管理型漁業の発展

に役立てることができれば幸いである。また，スジアラ

については，日本栽培漁業協会八重山事業場が種苗を放

流している。放流魚は腹ビレが切除されており，採捕状

況を確認するため，市場での測定時に腹ビレのチェック

を行っている。日栽協も別の日にスジアラを測定してお

り，相互にデータの交換を行う予定である。

年齢形質が確定されていない種については，これの発
図．八重山魚市場で1998年８－９月に測定した主要魚種の

漁業種類別体長組成

体　　長（�）
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見に努める必要がある。耳石にできる日周輪の解読，耳

石内での微量元素の分布パターン解析等の技術が利用で

きるかもしれない。

年齢－体長キイの利用できない種については，とりあ

えず，月ごとの体長モードの移動，年齢と体長増加の関

係について，定差図の利用等で，成長式を推定できるな

ら，暫定的な年齢組成を作成して，資源尾数の計算が行

えるものと考える。

このように漁獲物の体長データは，資源研究において

基本的なものであり，石垣島においてセリが開始された

ことは，石垣支所での資源研究において，大きな手段を

与えてくれたものといえ，重要種の資源動向の把握，熱

帯海域での漁業資源管理技術の確立等のために利用して

いきたいと考えている。
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（＊石垣支所　沿岸資源研究室）

（＊＊石垣支所　沖合資源研究室）

写真４．スジアラ

写真５．ハマダイ

写真６．イソフエフキ

写真７．ハマフエフキ

写真８．ナンヨウブダイ



西海水研ニュース96号 ’99．冬

－ 15 －

マ グ ロ 類 稚 魚 の 採 集

清　水　弘　文

平成10年５月６日から10日間，鹿児島大学の松岡先

生のご厚意により敬天丸によるマグロ延縄実習に同乗す

る機会を得たのでここに報告する。

私の乗船目的は，私の研究テーマであるマグロ類の初

期成長の研究に供するため，延縄で漁獲された魚の胃内

容物と稚魚ネットの採集物からマグロ類の稚魚を入手す

ることである。

今回の実習は４年生が対象で男子が７名，女子も７名

が乗船した。その他院生が２名，専攻科の学生が７名同

乗していた。指導教官は松岡先生１人である。５月６日，

鹿児島県の谷山港から小雨の中，10時に出港した。敬

天丸は860トンと大きく，石垣支所の調査船「やえやま

（4.9トン）」に乗り慣れている身にとってはホテルのよ

うであった。

13時からは時化模様の中，延縄漁具と稚魚ネットの

準備を行った（写真１，２）。船が大きいため多少時化

ていても大した揺れはない。それでも夕食時には船酔い

のため，ろくに食事を取れない学生がちらほら見かけら

れた。18時半からはゼミが行われ，私はその場で松岡

先生から学生たちに紹介された。ゼミでは各学生から

「マグロ延縄漁具の材質」，「マグロの外見上の分類の仕

方」など１人15分程度の発表があった。結局ゼミが終

わったのは22時であった。

翌５月７日は６時半からデッキでラジオ体操を行っ

た。水産高校の実習船でも同様だが，学生が乗船してい

る場合は朝の日課としてラジオ体操があるものだ。８時

からは学生を漁獲記録班，深度計班，生物班の３班に分

けて作業内容の打ち合わせが行なわれた。漁獲記録班は

どのような魚が何番目の針に掛かり，口のどの箇所に掛

かったか等を記録する。深度計班は枝縄の投縄直後の沈

降運動について調査する。生物班は漁獲された魚の標準

体長，尾叉長，全長，体重を測定し，胃内容物を採集す

ることに加え，朝晩各１回，20分間の稚魚ネットの曳

網を行う。私は生物班の学生を指導することとなった。

各班は下船までに航海中の報告書を松岡先生に提出しな

ければならないことになっている。13時からは統計学

の講義。統計学の講義は乗船中，毎日午後に行われるこ

とになっており，航海中に統計学の単位が取れる仕組み

になっている。20時には宮古島の西130マイル沖の漁場

に到着した。翌日からはいよいよ操業開始となる。

５月８日は天候も回復し，絶好の操業日和となった。

４時半起床，５時投縄開始（写真３），６時15分投縄終

了。６時半から20分間稚魚ネットの表層曳き，その後

朝食となる。午前中は特になにもなく，昼食後13時半

から統計学の講義。揚縄は16時から。揚縄の際には水

平線まで響き渡れと言わんばかりの大音響でスピーカー

写真１．延縄漁具の準備 写真２．稚魚ネットの準備
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から歌が流される。歌は日替わりで，ほとんどは演歌。

たまにニューミュージック系の曲も流れることがある。

揚縄は19時半頃終了し，最後に稚魚ネットを20分間曳

網して１日のノルマが終わる。夕食後は23時頃まで報

告書作成のため，当日のデータのとりまとめになる。こ

のようなパターンが５月14日まで毎日繰り返された。

幸い？操業が始まってから，ラジオ体操は無くなった。

５月８日の初日は航海中１番の大漁でアカマンボウ３

尾，カマスサワラ１尾，シイラ13尾，ビンナガ２尾，

ミズウオ７尾，ヤマモトタチモドキ１尾で計27尾の漁

獲があった。おもてで揚がった魚は，すぐに船尾の測定

に回され，胃内容物を摘出・固定後，食用魚は乗組員に

よって解体され，船倉に保管される。私も手の空いてい

るときは味見をしながら解体を手伝った。普段はまず食

べることのできない，キハダやクロカジキの心臓，カマ

スサワラやアカマンボウの縁側等美味珍味の目白押しで

あった。生きた魚を触ることもなかなか無い生物班の学

生たちも「生物班の特権だ！」と言いつつ喜んで解体と

写真３．投縄開始

写真５．ミズウオとシイラの胃内容物から出現したタコブネ 写真６．１曳網で採集されたソウダガツオ属稚魚

写真４．ミズウオの測定

味見を楽ししんでいた。生物班に醤油は不可欠である。

本航海では凪に恵まれ，漁獲された魚も例年よりかな

り多いと言うことであった。その内訳は表１に示すとお

りで，12種，107尾が漁獲された。最も多かったのがミ

ズウオで32尾，次いでシイラの24尾，この２種で全体

の51%を占めていた。ミズウオは比較的深い水深帯に生

息する魚食性の魚で，餌に対する選択性はあまり無く，

ミズウオの胃内容物を見るとその海域の魚類相がおよそ

わかるといわれている（写真４）。今回漁獲された最大

のミズウオは127�であったが，その胃内容物に40�程

度のミズウオが入っていた。また，別のミズウオの胃内

容物には37尾ものハリセンボンの幼魚が入っていた。

その他，リュウグウノヒメ，キツネアマダイ，ソコマト

ウダイ等，普段はめったにお目にかかれない魚もミズウ

オの旺盛な食欲のおかげで見ることができた。

さて，肝心のマグロ類の稚魚であるが，残念ながら胃


