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少数の無作為抽出標本による３種の海産魚類の

成長の個体変異の推定

山 岸 宏 1 )・ 福 原 修 2 )

Estimation of the Growth Variation in three Marine Fishes

by Small-scale Random Samples

Hiroshi YAMAGISHI and Osamu FUKUHARA

1) To study growth variation of fi shes, coeffi  cient of variation (CV) of standard length  (SL) 
were calculated using the small-scale random samples of black sea bream (Acanthopagrus 
schlegeli), Japanese fl ounder (Paralichthys olivaceus) and mud dab (Limanda yohohamae) 
from hatching to 80-120 days. Both SL and CV curves were drawn by the polynomial 
equations, and both theoretical daily increments of SL ( △ SL) and CV ( △ CV) were 
calculated.
2) CV of black sea bream represents a rising curve as the fi sh grow. Theoretical △ SL 
always increases, but that of △ CV shows only slight increase after initial decrease.
3) Initially increased CV of Japanese fl ounder turned into decrease from 23 days after 
hatching. The period of decrease of CV in the postlarva corresponds with the period of 
turning into the demersal habit from the planktonic one. Both theoretical △ SL and △ CV 
curves fl uctuate as if periodically accompanying a certain time-lag.
4) Initially increased CV of mud dab turned into decrease from 9 days after hatching, then 
again increased from 28 days after hatching. In the same way as Japanese fl ounder, the 
period of decrease of CV in the postlarva corresponds with the period of turning into the 
demersal habit from the planktonic one. Both theoretical △ SL and △ CV curves fl uctuate 
similarly to Japanese fl ounder.

クロダイ・ヒラメ・マコガレイ／成長曲線／体長の変動係数











１．クロダイ，ヒラメおよびマコガレイの孵化直
後から 80 ～ 120 日間の少数の無作為抽出標本を
用いて，標準体長（ＳＬ）の変動係数（ＣＶ）を
計算した。これらのＣＶ値を多項式に当てはめて
ＣＶ曲線をつくり，変動係数の理論的日間変化量
（△ＣＶ）を計算した。
２．クロダイでは成長に伴ってＣＶ曲線は終始上
昇した。平均標準体長の理論的日間増加量（△Ｓ
Ｌ）は絶えず増加したが理論的△ＣＶは初め減少
し，一時僅かに増加して以後再び減少した。
３．ヒラメではＣＶ曲線は初め上昇したが，孵化
後 23 日以後降下し，48 日から再び上昇に転じた。
ＣＶ曲線の降下の時期は後期仔魚が浮遊生活から
底生生活に移行する時期と一致した。理論的△Ｓ
Ｌ曲線と理論的△ＣＶ曲線は時間の遅れを伴う周
期変動に似た動きを示した。
４．マコガレイではＣＶ曲線は初め上昇したが，
孵化後９日以後降下し，28 日から再び上昇に転じ，
69 日から再び降下した。ヒラメと同様に，ＣＶ曲
線の最初の降下の時期は後期仔魚が浮遊生活から
底生生活に移行する時期と一致した。理論的△Ｓ
Ｌ曲線と理論的△ＣＶ曲線の関係もヒラメと類似
した。
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