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山口県日本海沿岸域に出現する春季の

流れ藻とそれに付随する稚魚

河野光久 ･斎藤秀郎

FloatingSeaweedsanditsAccompanyingFishJuvenilesinCoastalWaters
offYamaguchiPrefecture,SouthwesternJapanSeainSpring

MitsuhisaKAWANOandHideoSAITOH

SpeciescompositionsofflOatingseaweedsanditsaccompanyingfishjuvenileswerestudiedin
coastalwatersoffYamaguchiPrefecture,southwesternJapanSea.Wesearchedforfloatingseaweeds
byR.V.No.2KuroshioandcollectedfloatingseaweedswithadipnetinMay,2002.Floatingseaweeds

werefoundinsiome.MainSpeciesofthefloatingseaweedswasSargassumhorneri.Sevenspeciesof
fishjuvenileswerecollectedaccompanylngthefloattingseaweeds.Thenumberofindividualsof

●

Sebastesthompsoni,SeriolaqutnqueradiataandOcycriusJaPOnicuswereabundantamongthem.
JuvenilesofSeriolaquinqueradiataweredistributedinwaterswarmerthan18.7℃andthenumber
ofthemincreasedrapidlyfromtheperiodwhenseasurfacewatertemperaturebecamehigherthan
19.0℃.

主としてホンダワラ類で構成される流れ藻は,春季

にプリ等の稚魚を伴って山口県日本海沿岸域に出現す

る｡

ブリ稚魚 (もじゃこ)の来遊量の多寡は,ブリ養殖

業者の経営に少なからぬ影響を与えるため,山口県水

産研究センターでは,養殖業者が計画的にプリ稚魚を

採揃できるよう,山口県日本海沿岸域における流れ藻

の分布とブリ稚魚の来遊量を毎年調査し,関係者に速

報してきた｡

ブリ稚魚の来遊量は,海域の水温,流れ藻の分布及

び流れ藻に付随する魚類相などと関係があることが推

察されるが,流れ藻とそれに付随する稚魚に関する研

究は,対馬暖流域では,福岡県,島根県及び新潟県沿

岸域における研究事例があるのみである1'～5'｡

本研究では,2002年5月に山口県日本海沿岸域で流

れ藻を採集し,流れ藻とそれに付随する稚魚の種組成

を明らかにするとともに,プリ稚魚の分布特性につい

て検討した｡
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材料及び方法

2002年5月13-14日, 5月20-21日, 5月27-28日

の3回,山口県日本海沿岸域 (Fig.1)で山口県漁業

調査船第2くろしお (19トン)により潮目と流れ藻を

探索し,流れ藻とそれに付随する稚魚を高木6)がもじ

やこ調査で用いたすくい綱と同一のすくい網を使用し

て採集した｡

採集した流れ藻と稚魚は,実験室に持ち帰り種の査

定を行った後,流れ藻については湿重量を,稚魚につ

いては全長を測定した｡

調査海域の水温を明らかにするため,バケツ採水に

より海面水温を測定した｡

結 果

潮目と流れ藻の分布 潮目は (Fig.2),5月13-14

日には,相島沖,津黄沖,川尻岬沖,角島北～西沖,

湧田沖,安岡沖に見られた｡5月20-21日には潮目は,

川尻岬沖,角島北西沖,相島沖で確認された｡ 5月27

-28日には,津黄沖,見島沖に潮目が見られた｡

陸岸からの距離と潮目の位置との関係についてみる



Fig.1.MapsshowingthesurveyareainMay,20

02.と,潮目は距岸 5海里以内の沿岸域及び島の周

辺海域で,多い傾向

が認められた (Fig.2)0流れ藻の分布位置は潮目の位置とよく

一致していた(Fig.2)0流れ藻の構成種 採集した流

れ藻の構成種をTablelに示す｡5月13-14

日には,アカモクの流れ藻 1個(3862g),ジョ

ロモクの流れ藻 1個 (3095g),アカモクにヤツマタモクまた

はノコギリモクが混じっていた流れ藻 2個 (4847g,

17372g),ジョロモクにノコギリモクとヤ

ツマタモクが混 じっていた流れ藻 1個 (6026g),合

計 5個の流れ藻を採集した (Table1)｡5月20-21日には,採集した流れ藻 7個

のうち,アカモク単一種で構成された流れ藻が6個 (1個当
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38重量2608-19411g)で,残 り1個はアカモクに

エンドウモクがわずかに混じっていた流れ藻 (9

887g)であった｡ジョロモク,ヤツマタモク,ノコ

ギリモクは採集されなかった (Table1)｡5月

27-28日には,アカモクの流れ藻4個 (1個当たり重量1259-6742g),ノコギリモクの流れ藻 1個

(2489g),アカモクにノコギリモクまたはエンドウ

モクが混じっていた流れ藻 2個 (5207g,870

0g),令計 7個の流れ藻を採集した (Table1)0

以上のように採集した流れ藻19個のうち,アカモク単一種で構成された流れ藻は11個 (57.9%),アカモ

ク主体に構成された流れ藻は5個(2

6.3%)であり,山口県日本海沿岸



Table2.Fishjuvenilesaccompaniedwithfloating
seaweedscollected in coastalwatersoff

YamaguchiPrefecture,southwesternJapanSeain

May,2002.

No.of'lnds. TotaHength(mm)Date Species
May13-14 0cycn'usjapon/Ious

Sebastesthompson/I
May20-21 Sen'o/aqu/nqueradata

AgnmmuSagammuS
G/'reuapunctata
Ocycn'usjaponicus
SebastesthompsonI'

May27-28 Sen'o/aqu/nqueradTI'ata
Op/eg7athusねscJ'atus
AgT7mmuSagrammuS
SebastesthompsonI'
Ocycn'usJaPOnI'cus
SteDhano/eD/'scI'i7̂/'fer

8
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22
3
3
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1呈9
100
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2

27

56-145
40-52
42-126
79-147
33-39
82-190
29-46
37-159
42-71
84-86
28-42

2 133-192
1 48

稚魚の出現種 流れ藻に付随して採集された稚魚の

出現種と全長をTable2に示す｡

5月13-14日にはメダイ (全長56-145mm)が8尾,

ウスメバル (全長40-52mm)が23尾採集 された

(Table2)0

5月20-21日には,5月13-14日には採集されなか

ったブリ (全長42-126mm)が22尾,クジメ (全長79

-147mm)が3尾,メジナ (全長33-39mm)が3尾採

集された他に,メダイ (全長82-190mm)が37尾,ウ

スメバル (全長29-46mm)が120尾が採集され, 5月

13-14日に比べ採集魚の種類及び尾数が増加 した

(Table2)0

5月27-28日にはブリ (全長37-159mm)が100尾,

イシガキダイ (全長42-71mm)が2尾,クジメ (全長

84-86mm)が2尾,ウスメバル (全長28-42mm)が27

尾,メダイ (全長133-192mm)が2尾,カワハギ (全

長48mm)が 1尾採集された (Table2)｡

130.40E 131亡 期間を通して採

集尾数が多かったのは,ウスメバル(170尾),ブリ (122尾),メダイ (47尾)の

順であった (Table2)0採集した稚魚の全長範

囲は,メダイで56-192mm,ウスメバルで30-52mm,

ブリで37-147mm,クジメで79-147mm,イシガキダイ

で42-71mm,カワハギで48mm,メジナで33-39

mmであった (Table2)0採集された稚魚

の種類と流れ藻の構成種との関係をみると,採集され

たすべての魚種がアカモクまたはアカモク主体の流れ

藻に付随しており,魚種によって流れ藻 に対する明瞭な選択性 は認め られ

なかった(Table3)｡ブリ稚魚の分布 ブリ稚魚の分布と海面

水温分布をFig.3に示す｡5月13-14日の海面水温

は16.8-18.0℃で,ブリ稚魚はまったく

採集されなかった (Fig.3)｡5月20-21日には,海面

水温は17.6-20.1℃で,ブリ稚魚は水温18.7℃以上の角島北西沖に

分布していた(Fig.3)｡5月27-28日には,海面

水温は19.2-20.6℃に昇温し,ブリ稚魚は19.2-

20.5℃の水温域に沿岸から沖合まで

広く分布していた (Fig.3)0ブリ稚魚の

分布 と等深線分布 との関係を見ると(Fig.3),ブリ堆魚は5月2

0-21日には100-120m深に分布していた｡5月

27-28日にもプリ稚魚は,主に80-120m深に分布し,特に100m等

深線に沿って分布量が多かった｡13



Table3.Relationshipbetweenspeciescompositionofseaweedsand鮎hspeciesaccompaniedwiththem incoastal

watersoffYamaguchiPrefecture,southwesternJapanSeainMay,2002.

Speciescompositionofseaweedsaccompaniedwiththefish
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1
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1

2 2

19 1

*Numeralsshowthenumberoffishco"acted.

考 察

流れ藻に付随する稚魚の中では,プリ稚魚が産業的

に最重要種であるので,ブリ稚魚の分布特性について

検討する｡

ブリ稚魚は,出現初期には海面水温が18.7℃以上で

水深が100-120mの海域に分布し,その後19.0℃以上

の海域が沿岸域-広がってから,採集尾数が増加し,

分布域も沿岸域に広がった (Fig.3)｡また,ブリ稚魚

の採集尾数は100m等深線に沿った海域で特に多かっ

たこと (Fig.3),及び100m等深線に沿った海域には

対馬暖流第 1分枝の強流域が存在すること7'を合わせ

て考えると,ブリ稚魚は対馬暖流第 1分枝によって運

ばれた流れ藻に付随して山口県 日本海沿岸域に来遊

し,19.0℃以上の適水温域が沿岸域に広がるにつれ分

布量が増加し,分布域も沿岸域へ広がっていくと考え

ることができる｡このことは,山口県水産研究センタ

ーが実施した2000年及び2001年の調査においても,ブ

リ稚魚の採集尾数が増大したのは海面水温が広い範囲

で19.0℃以上になってからであったこと8,9'からも支

持される｡

本研究により山口県日本海沿岸域に5月に出現する

流れ藻は,その大部分がアカモク単一種またはアカモ

ク主体で構成されることが明らかになった (Table1)｡

しかし,同じアカモクでも5月20日以降に採集したア

カモクとそれ以前に採集したアカモクとでは藻体の特

徴がかなり異なっていた｡また, 5月20日以降にはそ

れ以前に採集されたヤツマタモク,ジョロモクがまっ

たく採集されず,新たにエンドウモクの混じった流れ

藻が採集 され,流 れ藻の構成種 が変化 していた

(Table1)｡これらのことから, 5月20日以前の流れ

藻とそれ以降の流れ藻とでは,補給源が異なっていた

と考えられる｡ 5月20日以前の流れ藻の補給源につい

ては,ジョロモクやヤツマタモクが波動の弱い浅所に

生育すること10'から,山口県以西の浅海域と推察され

る｡ 一万,5月20日以降の流れ藻の補給源については,

(1)アカモクの藻体が 5月20日以前の藻体に比較し

弱っていたことから,漂流時間がより長かったと考え

られること,(2)流れ藻にブリ稚魚が付随しており,

ブリは九州西方から東シナ海の200m等深線に沿った

大陸棚上で産卵すると推定されていることから10'11',

九州西方以南の海域と推察される｡

本研究で採集された稚魚の種組成を内田 ･庄島1'が

福岡県津屋崎町沿岸域で行った1957年 5-6月の調査

結果と比較すると,津屋崎町沿岸域ではメバル属 (ウ

スメバルと推定されている),ブリ,メバル,メジナ,

ギンポ,ゴンズィ,イシガキダイ,クジメ,メダイ,

ニジギンポ,カワハギ,ウマヅラハギ,アミメハギが

採集されてお り1),本研究で採集された稚魚はすべて

採集されている｡ しかし,魚種ごとの出現率をみると,

津屋崎町沿岸域ではメダイの出現はごくわずかで,メ

バル属,ブリ,メバルの出現率が高かった1'が,本研究

ではウスメバル,プリ,メダイの臓に出現率が高かった｡

メダイ稚魚は,1986年 5月に山口県外海水産試験場

が山口県日本海沿岸域で実施した流れ藻調査ではまっ

たく採集されていないが (河野,未発表),1996年 5

-6月には流れ藻に付随したメダイ稚魚が多数採集さ

れている12'｡また,1994年頃から山口県日本海沿岸域

でメダイのまとまった水揚げがみられるようになった

こと12'を考え併せると,日本海へのメダイ稚魚の加入

は1990年代に入って増加してきた可能性が高い｡
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