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はじめに

石垣島や西表島などの八重山地方の周りには，サンゴ

礁の発達した熱帯海域が広がっている。熱帯海域に生息

する魚類資源の調査研究について，石垣支所では沿岸資

源研究室と沖合資源研究室が分担して行っている。沿岸

性のハタ類，フエフキダイ類，ブダイ類，アイゴ類等は

沿岸資源研究室が，沖合性のマグロ類，カツオ類，フエ

ダイ類等は沖合資源研究室が担当している。沖縄海域の

魚類資源の調査研究については，沖縄県水産試験場が精

力的に推進してきているが，八重山海域だけでも漁獲対

象種は膨大で（水戸ほか，1999），少数の研究者ではそ

の研究の進展はなかなかはかれない。多くの種について，

系群の判別，年齢形質の確定等の基礎的な知見のないの

が現状である。

1994年に石垣支所が設置され，1997年には５研究室

がそろい，すべての研究職員も配置された。1999年春

には計画されたすべての研究施設が完成し，いよいよ石

垣支所における本格的な研究がスタートしたところであ

る。資源研究に関しては，石垣支所は，沖縄水試が行っ

ている重要種の資源解析や漁海況予報等の具体的な試験

研究にとって，その基盤となるような系群，初期生態，

種間関係，資源管理モデル等に関する研究を担うものと

考えている。この基礎的な研究成果は，アジア，アフリ

カ等の熱帯海域での資源調査研究のためにも役に立つも

のと期待している。

1996年に日本も国連海洋法条約を批准し，いよいよ

漁獲可能量（ＴＡＣ）による資源管理をスタートさせた。

現在は，イワシ類，サバ類，アジ類，スケトウダラ等多

獲性魚類を対象としているが，いずれはサンゴ礁魚類も

対象になると思われる。ＴＡＣによる資源管理が導入さ

れた場合には，これまで主に用いられてきたＣＰＵＥの

増減による，資源水準の推定と資源管理は困難になると

思われる。つまり，ＴＡＣは漁業者や漁業団体へ割り当

てられ，漁業者は割当を達成しながら，最大の利益を上

げるように漁獲の調整を行うようになることが予想され

るため，ＣＰＵＥが必ずしも資源密度を示さなくなると

いうことである。これに替わる資源評価法として，調査

船による漁獲試験，年別年齢別漁獲尾数を用いたコホー

ト解析があげられる。例えば，ベーリング海では，調査

船を用いた調査による資源量推定として，底魚類に対し

ては着底トロールによる漁獲量を調査対象海域の面積へ

引き延ばすことによって資源量を推定している

（Bakkala et al., 1992）。また，表中層性のスケトウダラ

に対しては計量魚群探知機と中層トロールを組み合わせ

た調査によって資源量を推定している（Honkalehto and

Williamson, 1995）。さらに，米国水域の東部ベーリン

グ海におけるスケトウダラについては，コホート解析に

よって資源量が推定されている。そして，コホート解析

におけるチューニングのために調査船のデータが用いら

れている（Wespestad, 1994）。このように，漁獲統計を

用いた資源解析のほかに，独自の調査による資源評価が

必要ということである。

石垣支所での資源研究の一環として，これまで沿岸

資源研究室を中心に水中ビデオ撮影により魚類資源の分

布等を明らかにするための調査を行ってきた。平成９年

度までは，主に石垣支所がある石垣島の北西部，東シナ

海側に調査海域を設定していたが，平成10年度は八重

山海域全体に調査海域を広げることにした。その調査定

点は に示すように合計79点で，基本的には緯度あ

るいは経度２分間隔で設定した。石垣島と西表島では礁

斜面に，石西礁湖では礁湖内と外側の礁斜面に設けられ

ている。これらの定点で，潜水により水中ビデオカメラ

を用いて，魚類の分布状況に関する映像を撮影した。同

時に，稚仔魚の分布を明らかにするために，直径130

の稚魚ネットを用いて表層10分曳きを行った。将来的

には，ビデオ映像を用いた解析を，サンゴ礁域沿岸重要

種の資源量推定の一手段にしたいと考えている。

平成９年度までの調査結果の概要

これまでに石垣支所で行われたサンゴ礁域の魚類資源

の分布等に関する調査研究についての結果を簡単に要約

する。平成９年度以前の調査結果を基に，重要種や有毒

八重山海域における魚類資源の分布調査
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種の種組成の把握や密度の推定，さらにそれらの資源量

推定の可能性について検討した（水戸ほか，1998a；

1998b；1998c）。まず，海区別の出現種数を に示し

た。ここでの海区は，礁池（海草藻場，サンゴ帯等）や

礁斜面という環境に対応したものである。ビデオ撮影以

外にも，一部ではコドラートを設置して目視により種類

別個体数や体長の計測を行っている。この方法では，ス

ズメダイ類，ベラ類，ハゼ類，テンジクダイ類等の小型

種や枝サンゴ等の隙間内に生息する種を確認することが

できた。合計の種類数は約260種であり，スズメダイ科

とベラ科が卓越した。種類数は最も岸に近い海草藻場で

一番少なく，最も外側の礁斜面で最も多かった。ビデオ

映像だけでは種の判定を十分に行うことはできない場合

が多く，種組成に関する調査では目視調査や採集も同時

に行う必要があると判断された。すなわち，スズメダイ

類，テンジクダイ類，ハゼ類等の小型種群，ブダイ類，

フエフキダイ類，ニザダイ類，ベラ類等の遊泳速度が速

く，外部形態･色彩の類似した種が多い分類群について

は，映像だけの分類は難しいが，他方，チョウチョウウ

オ類，キンチャクダイ類等の種による色彩の特徴がはっ

きりしている分類群については容易であった。

ビデオの映像による密度の推定値については，映像が

映っている面積を推測して得た。平成９年度以前に行っ

た調査で得られた有毒種等の密度を海区別に計算した。

にはその中で小規模な礁池内のサンゴ密生域での魚
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種別密度を示した。魚類全体の密度は，100 当たり

650～690個体，７～８月にはデバスズメダイが，９～

10月にはネッタイスズメダイが最も多かった。有毒種

については，７～８月にはサンゴハゼ類が，９～10月に

はニザダイ科のコクテンサザナミハギが最も多かった。

なお，サンゴハゼ類は体表粘液毒を持つ分類群，ニザダ

イ類はシガテラ毒を持つといわれている分類群である。

資源量の推定は，密度に平均の体重推定値と面積を掛

け合わせることによって行った。 に平成９年度以前

に行った調査で得られた重要種の海区別の推定資源量を

示した。調査海域は，石垣島北西岸の米原から浦底湾大

田までの海岸線の距離で約10 の範囲である。合計の

資源量は，礁池海草藻場で最も少なく，沖に向かうにし

たがい多くなっていた。礁池海草藻場と小規模礁池サン

ゴ帯では，９～10月の資源量は７～８月の２～３倍に

なっていた。礁斜面では，1997年の合計資源量は1996

年の半分であった。これは，タカサゴ類の資源量の差が

原因で，調査海域に偏りがあったためと考えられた。そ

こで，９～10月の値，1996年の値を用いて，合計値を

計算すると，タカサゴ類が72トン，ブダイ類が53トン，

合計が220トンとなった。１ヘクタールあたり約0.5ト

ンとなり，過去のグレート・バリア・リーフなどでの調

査による２トン程度（Sorokin, 1993）と比べて，かな

り小さな値であった。しかし，たいへんおおざっぱな値

であり，今後，推定精度を上げていく必要がある。この

ためには，偏りのない定線の設置，潮汐や昼夜等時間に

よる密度変化を評価すること，重量に変換する時の平均

体長と体重を正確に得ること，海域の層化，面積の算出

精度を高めること，等があげられた。この調査の問題点

は，有用種の密度が低いこと，そして，これら有用種に

逃避行動がみられることなどであった。グレート・バリ

ア・リーフなどでは，大型魚が潜水者を見ても逃げない

とのことであるが，石垣島では潜水漁業が行われている

関係か，魚は人を警戒するようになっていると思われた。

潜水調査の長所として，着底トロール調査における漁具

効率の推定や計量魚探調査における音響データの種判

別・種類分けの必要がないことが挙げられた。有用資源

の密度推定には難しい面もあったが，アイゴ類やフエダ

イ類においては若齢期の密度が得られ，加入量推定のた

めに有用であると考えられた。また，調査時間から夜行

性の種はほとんど捉えられないことが指摘された。

平成10年度の調査の概要

平成９年度はあらかじめ定線にロープを張って，その

上を毎分約15 の速度で泳ぎながら，ビデオ撮影を行

ったが，重要種を撮ることは難しかった。平成10年度

には，なるべく大型魚の撮影ができるように遊泳速度を

毎分30 程度に速くし，ロープは張らないで，あらか

じめ決めた点から出発してビデオ撮影を行った。礁斜面

域では水深15 ，10 ，５ ，２ の４つの等深線に

沿って，各線で７～８分遊泳しながら撮影した。礁湖や

水深の変化に乏しい地点においては，例えば，出発点か

ら北へ７～８分遊泳して撮影し，そして西へ，南へ，東

へ，それぞれ７～８分遊泳し，撮影した線が正方形にな

るようにした。このように，１点での撮影時間は約30

分とした。しかし，水深の浅い海域では15 線ができ

なかったり，逆に深い海域では２ 線ができない場合も

あった。また，方向を定めて遊泳することはきわめて難

しく，もとの場所へ戻れないことが多かった。

小型調査艇やえやま（4.7トン）を用いて，1998年５

月～11月の期間，おおよそ１週間に１回の割合で，合

計21回の調査を行った。なお，９月以降は時化の日が

多くなり，当初９月中に終了する予定が，11月に延び

てしまった。１回に４地点でビデオ撮影と同時に稚魚ネ

ットの曳網を行った。定点は緯度経度によって設定した

ため，場所によっては，喫水約1.2 のやえやまでは入

っていけないところがあったし，到達するのに困難を要

するところもしばしばあった。やえやまの運転をお願い

しているベテラン漁師の比嘉さんには，この無理な注文

を受けていただいて，おおむね予定地点に到達してもら

った。大変感謝している。ビデオ撮影によって得た映像

は60分のビデオが40本になった。ビデオを再生し，種

類別の個体数等の計測を行ったが，これらの解析には撮

影時間の10倍程度の時間を要し，全部の解析は昨年12

月までかかった。

これまでの結果としては，全体的なとりまとめを行っ

たわけでないので，単なる印象を述べるにすぎないが，

平成９年度に比べて，ビデオ撮影においては，移動速度

と距離が大きいせいか，スジアラやナンヨウブダイ等の

大型魚もかなり映像に入ってきており（ ），

平成10年度調査で漁獲対象種もある程度映像に捕らえ

られることが判った。同時に，周りの魚種の分布や周囲

の景観，サンゴの形態等も判り，種間関係の推定や生息
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環境の解明にも役立つ。これは，食物関係等，エネルギ

ーや物質の移動の観点から生物を取りまく自然を捉える

生態系の解明にとって有用であるといえる。そして，海

域によってサンゴの形状に差のあること，それに伴い種

組成も異なっている印象を受けた。礁斜面では，太平洋

側と東シナ海側では異なり，太平洋側ではサンゴの発達

が悪く，被覆型のサンゴやソフトコーラルが卓越してい

たが，東シナ海側ではテーブル状のサンゴが充分に発達

していた（ ）。また，内湾や礁池では海底に

枝状サンゴが密生したり，石西礁湖では白い砂底に岩や

サンゴの塊が点在していた（ ）。さらに，平

成10年度の特徴として，水中の透明度がかなり低かっ

たことが指摘できる。これは，梅雨の時期に流入した赤

土が，ずっと留まっていたためといわれている。通常，

何回か襲ってくる台風が1998年には９月下旬までなく，

台風による沿岸水の撹乱と沖への運び出しが無かったた

めと思われる。さらに，８月以降の調査で，水深の浅い

海域のサンゴがほとんど白化していることが認められた

ことである。1998年の夏の気温が平年よりかなり高く，

沿岸の海水の温度を高めたまま，台風による外洋水の流

入が無かったため，高水温状態が続き，サンゴの共生藻

が抜け落ちてしまったためといわれている。われわれが

潜水した範囲では，水深３ 以浅では全部のサンゴが白

化していた。９月下旬の潜水時には，サンゴの上に藻が

生えており，ほとんどのサンゴの死亡が確認できた。今

後，浅海域ではしばらくはサンゴ礁の美しい海はみられ

なくなるかもしれない。そして，これは魚類の生息場所

の環境を悪化させ，今後の漁業に影響を与える恐れがあ

る。

稚魚ネットの表層曳きによる稚仔魚の採集は，合計

76点で各１回ずつ行った。しかし，昼間の表層曳きと

いうことで，稚仔の採集数はあまり多くなかった。潮目

ではリュウキュウアマモ等の切れた葉片が集積されてお

り，そこで曳網したときには流れ藻につく種が採集でき

た。当初，ウインチが不調で稚魚ネットの傾斜曳きがで

きなかったが，６月以降はウインチが修理され傾斜曳き

を合計12回試みた。ワイヤーを100 延ばし，そして巻

き上げるという方法で，傾角が45度になるように船速

を調整した。表層曳きで採集された主な種群は，イソギ

ンポ科，スズメダイ科，ヒメジ科，ベラ科，テンジクダ

イ科，アイゴ科，トウゴロウイワシ科，ダツ科，サヨリ

科，トビウオ科，カワハギ科等である。特に，流れ藻と

共に多く採集されたのはカワハギ科とイソギンポ科で，

カワハギ科では全長20 以上の比較的大型の個体が採

集された。傾斜曳きでは，八重山海域での重要種である

フエフキダイ科，フエダイ科等の仔魚が採集され，さら

に，オオウナギやタカサゴ科，ダルマガレイ科の仔魚も

採集された。しかし，やえやまのウインチの能力は充分

ではなく，傾斜曳き中に時々停止してしまい，この採集

を行う上では問題が残された。稚仔の種の同定に関して

も，形態的な特徴から種を決定することは，ほとんど不

可能であり，今後生化学的な手法を用いた査定を計画し

ている。

今回述べた調査艇やえやまを用いた潜水調査は，主に

礁斜面と石西礁湖での調査であり，平成10年度には１

つの定点で１回の調査のみであった。このほか，潜水調

査に関しては，やえやまより小型の調査艇ひるぎ（1.2

トン）を用いて石垣支所付近の海域で季節別調査を行う

とともに，浦底湾，白保，吉原等では海岸から礁斜面ま

での季節別調査も行った（ ）。これから礁池等ごく

沿岸での魚類の分布も把握できるものと考えている。岸

から沖へ向かって，重要種の幼魚が季節ごとにどのよう

に分布しているかを明らかにできることを期待してい

る。

おわりに

石垣支所の研究課題を充分に遂行するためには，卵稚

仔幼魚調査や海洋観測，さらに延縄調査，刺網調査，深

海でのビームトロール調査等が可能で，そして夜間にも

これらの調査が実施できる100～200トン程度の小型調

査船が必要である。将来的に，我々の希望する期間，八

重山海域にとどまって，調査を継続できる調査船の配備

が望まれる。

これまで述べてきたように，サンゴ礁域に分布する魚

類資源については，一種ずつの資源を管理しようと考え

ると，あまりにも種類数が多すぎる。すなわち，従来の

単一種を対象とする資源管理は不可能と思われる。食性，

行動様式，生息環境等の類似する種はまとめて扱う必要

があろう。さらに，漁獲統計における種群のまとまりに

よっても，これを管理の単位にせざるを得ないかもしれ

ない。そして，栄養段階等の生態系の観点にたって，魚

種間の相互関係を組み込んだモデルによって，資源動態
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を解析していくことが熱帯域での資源評価につながって

いくものと思われる。
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