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We studied on monthly distribution of Hyperoglyphe ja.ρonica in waters off Yamaguchi Prefecture in the 
southwestern Japan Sea and relationship between the distribution and water temperature. The fish were 
caught with gill net at reefs in出ewaters 70-130m deep and water temperatures <21 't throughout 
the year. Surveys with fish finder and underwater video system showed出atthe fish were distributed 

in waters deeper than 40-50 m in April and deeper than 75 m in August. The water temperatures 

at the distribution area were 14-16't in April and below 21 't in August. These results indicate that 
distributions of the fish would be influenced by the distribution of optimum water temperatures (<21 't) 

for the fish. 
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メダイ HJjρeroglyphejaponicaは 1997年以降，山口

県日本海沿岸域に大量に来遊するようになり 11刺網

の重要な漁獲対象種となっている。メダイは稚魚期

に流れ藻に付随して本海域に来遊し zベその後体長

20cm以上になると流れ藻から離れ 4)' 成長を続けな

がら日本海を北上するのことが知られている。しかし，

日本海における漁獲対象サイズの分布については，十

分に明らかにされているとは言えない。漁獲対象サイ

ズの本種の分布を明らかにすることは，日本海におけ

る本種の生態を解明し，今後の利用のあり方を検討す

るために重要である。

そ乙で，本研究は山口県日本海沿岸域における本種

の水深別分布(岸一沖分布)および鉛直分布の特徴を

明らかにするとともに，それらと水温分布との関係に

ついて考察したので報告する。

*現:C社)山口県栽培漁業公社

材料および方法

メダイの水深別分布を明らかにするために用いた

資料は， 1999年4月から 2000年3月までの沖建網

漁船2隻(萩地区 1隻，長門地区 1隻)の操業日誌

および長門市青海島周辺の定置網 CFig.1，水深 20-

50m)で漁獲され伯崎地方卸売市場に水揚されたメダ

イの月別漁獲統計である。また，水深別分布と水温分

布との関係を明らかにするため，川尻岬北西約 30海

里沖観測点 CSta.C，Fig.1)における 1999年4月~

2000年3月各月の月例定線観測による水深別水温を

調べた。さらに，漁場におけるメダイの鉛直分布と

水温との関係を調べるため， 2008年4月30日に萩

市見島西方 CSta.A，Fig.1 ，水深約 90m)の高層魚礁

(高さ 21mの鋼製魚礁)および同年8月5日に長門

市川尻沖 (Sta.B，Fig.1 ，水深約 96m)のマウンド魚

礁(高さ約 20mのコンクリートブロック乱積み魚礁)

で，山口県漁業調査船第2くろしお (16トン)を用い，
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魚群探知機(古野電気株式会社製FCV1500L)による

魚群反応の確認，および水中テレビロボット(広和株

式会社製 MARINEVEGA)による魚種確認を行った。
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Fig.l Map showing the survey area. Sta.A and Sta.B 
show the sites of the fish reefs where the vertical 
distributions of Hyperoglyphe japonica and water 
temperature were investigated. Sta.C shows the 
hydrographic observation station. Star marks 
show the sites of set nets. 

結 果

メダイの水深別分布と水温分布

沖建網ではメダイは 1999年4月から 2000年3月

まで周年，岸からやや離れた水深 70~ 130mで漁

獲されていた (Fig.2)。漁獲尾数は 12~3 月に多く，

水深別にみると 100~ 130mで、多かった (Fig.2)。操

業日誌の記録によると，メダイが漁獲されていた漁場

はすべて天然礁または魚礁で、あった。
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Fig.2 Monthly catch in number of H)ゆeroglYPhe
japonica by depth with gill net by the two fishing 
boats from April. 1999 to March， 2000. 

沿岸の定置網での漁獲は (Fig.3)，1999年 12月，

2000年 1月および 3月の冬~春季に限られた。漁獲

量が最も多かったのは 1月で 371kgであった。
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Fig.3 Mon出lycatch of Hyperog，抑hejaponica with set 
nets at the Senzaki Fish Market from April. 1999 
to March， 2000. 

川尻岬北西沖の水温は (Fig.4)， 1999年4月には

表層から底層までほぼ 15t:台を示したが， 5月以降

次第に表層から昇温し， 6月には表層で 20~ 21 oCを

示した。 200Cの等温線の深度は 9月にかけて次第に

深まり， 9月には期間中最大の水深約 80mまで達し

た。また， 9月には期間中最高の 260C台を水深 20m

以浅で記録した。 10月以降表層から次第に冷却が進

み， 200Cの等温線は次第に上昇した。水温は 12月に

は 18~ 19t:台， 2000 年 1~3 月には 14 ~ 160C台

と低下した。沖建網で周年メダイの漁獲が見られた水

深70m以深の水温に注目すると，周年210C以下で、あっ

た。
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Fig.4 Monthly change in vertical distribution of water 
temperature at Sta.C from April， 1999 to March， 

2000. 
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メダイの鉛直分布と水温分布

魚群反応(海底の魚礁周辺に散在する水色の点)は，

2008年4月には魚礁内および魚礁の頂上から水深 40

-----50m付近まで浮上して見られた (Fig.5A)。一方，

8月には魚礁の周辺および魚礁の頂上から水深 75m

付近までしか反応が見られなかった (Fig.5B)。

Fig.5 Fish finder images of 均lteroglYPhejaponica (A: 
自shreef at Sta.A in April 30， 2008; B: fish reef at 
Sta. B in August 5， 2008). Red areas attached to 
the bottom show fish reefs; light blue dots near 
the fish reefs show HyperoglYPhe japonica. 

水中テレビロボットを用いた観察により，両月とも

魚群反応はメダイの群れであることを確認した。

各調査時の調査海域における水温の鉛直分布を

Fig.6に示す。4月には表層から底層まで 14-----160C 

台とほぼ均一な水温分布を示した (Fig.6)。一方，8 

月には水深 70mより上層では水温 210C以上を示

し，とりわけ水深 30m以浅では 24
0

C以上を示した

(Fig.6)。
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Fig.6 Vertical distributions of water temperatures. 
Closed circles: at Sta.A in April 30， 2008; open 
circles: at Sta. B in August 5， 2008. 

考察

沖建網の操業日誌調査の結果 漁獲対象サイズのメ

ダイは周年水深 70-----130mの天然礁や魚礁に分布し，

漁獲されていることがわかった (Fig.2)。

それではなぜ，メダイの漁場は水深 70mより深い

海域に形成されやすいのであろうか?その理由を本種

の生息適水温と海域の水温分布から考察する。まず，

生息適水温については，東京都水産試験場の飼育試験

結果 6)によると，メダイ幼魚は水温が 240C台に上昇

したころから舞死魚が多く見られるようになること，

および上野 ・山口 7)によれば 11-----21 oC前後の海洋

深層水はメダイ幼魚の飼育に適しているとされている

ことから，ほぼ水温 210

C以下とみなすことができる。

次に，山口県日本海沿岸域の水温の経月変化を調べた

結果，水深 70m以深では周年水温が 210C以下であ

ることがわかった (Fig.4)。これらのことから，水深

70m以深は周年メダイの生息適水温域に相当するた

め，メタγの漁場が形成されやすいと考えられる。12

-----3月の冬~春季には沿岸の水深 20-----50mに設置さ

れた定置網にもわずかであるが入網が見られた (Fig.3)

のは，この時期水温が表層から底層までメダイの生息

適水温である 210C以下になる (Fig.4)ため，分布が

岸寄りに広がることを示していると考えられる。また，

漁場におけるメダイの鉛直分布を調べた結果， 4月に

はメダイが魚礁の頂上から水深 40-----50m付近まで

浮上して見られたのに対し， 8月には魚礁周辺から水

深 75m付近までしか見られなかった (Figs.5) こと

についても， 4月には表層から底層まで広く生息適水

温になっていたのに対し， 8月には生息適水温が水深

70m以深に限定されていた (Fig.6) ことによると考

えることができる。以上のことから，メダイの水深別
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分布および鉛直分布には生息適水温の分布が大きく影

響しているということができる。
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