
  
  但馬沿岸におけるイシダイの行動

  誌名 水産工学
ISSN 09167617
著者名 玉木,哲也
発行元 日本水産工学会
巻/号 32巻1号
掲載ページ p. 33-38
発行年月 1995年7月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



水産工学 Fisheries Engineering 
Vol.32 No.1. pp.33-38. 1995 

【報文】

33 

但馬沿岸におけるイシダイの行動

玉木哲 也*

Behaviour of the ]apanese Striped Knifejaw 
Oplegnαthus fasciαtus by Underwater Observation and 

Tagging Experiment at Tajima Coast in ]apan Sea 

Tetsuya T AMAKI 

Abstract 

Behaviour of the ]apanese striped knifejaw Oplegnathus Jasciatus was studied by underwater observation 

and tagging experiment at Tajima Coast in ]apan Sea. The results obtained are as follows ; 

1) The fish schools were small on the rocky reef. but were large on the artificial seaweed farm plant. 

2) High rates of schooling were shown in juvenile and young fish respectively. both on the artificial s巴aweed

farm plant and on the rocky reef. The rates of schooling on the artificial seaw巴edfarm plant were higher 

compared with those on th巴 rockyreef. 

3) Approximately 92% of tagged fish were recaptured within 10km from the released point. 

4) It was suggested that small schools and solitary individuals on th巴 rockyreef were sedentary and large scho 

。lswere migratory. It was also suggested that large schools on the artificial seaweed farm plant wer巴 staying

there temporarily. 

5) An unfavourabl巴 environmentas sandy boUom seemed to force the fish to aggregate on the structure like 

the artificial缶eawe巴dfarm plant and the artificial reef. On the other hand. the large schools broke into smaller 

ones on a favourabl巴 environmentas the rocky reef and the fish stayed th巴refor a long period of time. 

1. はじめに

イシダイ (0μegna仇usJasciatω)は兵庫県但馬海岸

で普通にみられる磯魚で，主として定置網・刺網で漁獲

される。玉木1)によれば当地方では幼稚魚から大型の老

成魚まで分布しているが，全長25cm以下の個体が多い

という。これらのイシダイは水深20mまでの沿岸岩礁域

で数尾から10数尾の群れ、あるいは単独で見られること

が多いが，ごくまれには，この沿岸岩礁域に数百尾の大

きな群れが出現することがある。

1979年 8月から1982年8月にわたって但馬沿岸に人工

藻場施設が設置された。人工藻場施設はすでにいくつか

1994年 9月26日受付. 1995年 3月2日受理

キーワード:イシダイ，潜水観察，標識放流，群れ，
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の報告2卜引がなされているとおり. 22m四方の広さを

有する賓の子板状の棚をもっ鋼製の浮体構造物で，棚上

部までの水深が10mになるよう 2本の錨で固定されてい

るものである。設置場所は兵庫県豊岡市津居山沖水深42

mの場所で底質は砂である。

本報告では，沿岸岩礁域と人工藻場施設における潜水

観察および人工藻場施設とその周辺域における標識放流

の結果から沿岸岩礁域と人工藻場施設におけるイシダイ

の群れの出現状況について述べるとともに，その行動を

推定したものである。

本文に入るに先立ち，御校閲いただいた九州大学農学

部教授 中国明信博士にお礼申し上げる。

2. 場所と方法

沿岸岩礁域においては，兵庫県城崎郡香住町 (Fig.l)

を中心に1973年から1986年に総計60回の潜水観察を行っ

た。そのうち1973年から1977年にはスキューバを用いて

29回の観察を行い. 1978年以後は素潜りによる観察を31

回行った。

人工藻場施設 (Fig.l，2) においては， 1979年 8月か

ら1982年8月の問に35回のスキューバによる潜水観察を
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行った。 l回あたりの観察時間はスキューパ潜水では30

分から60分，素潜りでは平均120分である。沿岸岩礁域

においては 6月から11月の高水温期を中心に観察したが，

人工藻場施設ではほぼ周年にわたって観察を行った。

イシダイの群れの考え方として玉木5)の記載に従うと

ともに，明らかに同じ行動をしている蛸集個体を群れと

した。また玉木5)によると，異なる発育期からなる群れ

は単に婿集している状態になることが明らかにされてい

る。今回もそのような例はみられたが，本報告では群れ

の出現数には入れていない。天然岩礁域では潜水観察時

に出現した群れの個体数，単独個体数，全長(目測)， 

行動の概略，出現場所等を水中で書きとめた。人工藻場

施設では，人工藻場施設が設置しである水面から水深20

m付近までの概略20mx 22m x 22mの海水中にみられる

イシダイについて，同様に書きとめた。

これらの結果をもとに，調査場所に出現したイシダイ

が群れを作る傾向の強さの指標，すなわち群れ率として

次式を考えた。

群れ率
群れの総個体数

x 100 
総単独個体数+群れの総個体数

標識放流は， 1981年 6月8日に全長120-180mm(モ

ード~140mm) のイシダイにアンカータグを装着し，人

工藻場施設に839個体(黄色アンカータグ)，施設北i中50

Omの海域に139個体(青色アンカータグ)，施設と陸岸

との中間域に210個体(赤色アンカータグ)を放流して

移動等について調査した。これらのイシダイは1981年4

月から人工藻場施設周辺の定置網に入網した個体を順次

Fig. 2 Structure of the artificial seaweed 

farm plant. 

海上生け賓に収容し放流日まで飼育したものを使用した。

人工藻場施設に放流した際には同時にスキューパ潜水を

行い，約 1時間その行動を観察した。イシダイの発育

期を福所めは稚魚期全長8.2-60. Omm.若魚期60.0-220

mm.成魚期220-250mm以上と区分している。潜水目視

観察で魚の全長を読みとる場合，イシダイのように遊泳

カのある種類ではある程度の誤差は免れない。そこで，

本報告ではこの区分をもとに全長100mm未満を稚魚、期，

100-250mm未満を若魚期， 250mm以上を成魚期とし

fこ。

3. 結果

1) 潜水観察

95回の潜水で観察した天然岩礁域，人工藻場域(以下

それぞれ天然、礁域，人工礁域と称す)における発育期別
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大 Location of the artificial seaweed farm plant 

• Sites diving observations were made at the rocky reef 

Fig. 1 Map of study area and location of the artificial seaweed farm plant. 
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の群れおよび単独個体の出現状況を Table1に示した。 が強く，成魚期では弱くなることがわかる。また天然、礁

両域とも若魚期の個体が多く見られ，人工礁域では成魚 域よりも人工礁域のほうが群れを作る傾向が強いといえ

期のものは l個体のみ出現し，稚魚期の個体で単独のも る。

のは出現しなかった。両域とも群れを作った個体が多く 2) 標識放流

単独個体は少なかった。両域における l群れあたりの大 人工礁域に放流した標識イシダイは，当初は，人工礁

きさをみると，天然礁域では各期とも 5個体以下の場合 域から移動することなく，天然群と一つの大きな群れを

がほとんどであるが，稚魚期・若魚期では50個体以上あ 形成し，その後 Fig.3に示す通り移動した様子がみら

るいは200個体以上の群れが数例ではあるが観察された。 れた。すなわち、放流したイシダイは 6月8日から 6月

一方，人工礁域では20個体以上の群れを作る場合が多 16日の 9日間の間に約300個体，約 1ヶ月後の 7月13日

かった。特に，若魚期においては100個体以上の群れで では約700個体が人工礁域で見られなくなった。しかし，

見られることが多く， 500個体以上の場合も 5例見られ 2ヶ月後でも少数の標識個体が観察された。これに対し

るなど，天然、礁域とは異なっていた。すなわち，天然礁 で天然群は放流時，約1000個体が観察されたが9日後に

域ではイシダイの群れは小さく，人工礁域では大きいこ は約半数となりヶ月後では400個体ほどとなった。

とを示している。 しかし 2ヶ月後の 8月11日には再び1000個体程出現し

次に，単独個体および群れ個体の出現状況から群れ率 た。

を発育期別・調査域別に求め Table2に示した。群れ 次に，放流群の移動状況を Table3に示した。放流

率は天然礁域では稚魚期・若魚期は96.4-97.2と近似し 後 2日目から60日目までは約 1km程離れた津居山地

ているが，成魚期には71.8と低い値となる。人工礁域で 先の天然礁域とその周辺域で再捕されたのみであったが，

は成魚期の群れは見られなかったが，稚魚期・若魚期は 60日以上経過すると，やや分散の傾向が見られた。しか

99.9--100と天然、礁域より大きな値である。以上のことか し 2年以上経過した個体でも，その多くは放流域から

ら見て，イシダイは稚魚期・若魚期では群れを作る傾向 10kmまでの天然、礁域で再捕された。再捕総尾数176尾

Table 1 Comparison of number of solitaries， individuals schooling and number of schools 
in O. fasciatus between the rocky reef and the artificial seaweed farm plant. 

Sizes of schools are also compared in two habitats. 

On the rocky reef 
On the artificial seaweed 

farm plant 

juvenile young adult juvenile young 

Number of solitaries 5 21 11 4 

Number of individuals schooling 136 738 28 574 7967 

Number of schools 12 34 3 7 24 

Size of 2-5 10 21 2 l 

schools 6-10 1 6 2 

11-20 4 l l 1 

21-50 ー 1 3 

51-100 1 l 1 3 

101-200 3 6 

201-500 2 4 

more than 500 5 

Table 2 Rates of schooling (%) of juvenile， young and adult 
O. fasciatus at two different habitats. 

孟ご¥~」竺 On the rocky r巴巴f
On the artificial seaweed 

farm plant 

juvenile 96.4 100 

young 97.2 99.9 

adult 71. 8 

adult 

1 
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Number of O. fasciatus recaptured， their distance migrated and duration in days 
until the recapture were also shown. 

B~asrse~d、c~at壁PT、 1¥4gDI融由¥制nce回d) 
less 5.1 10.1 20.1 30.1 40.1 60.1 

than 5 10 20 -30 40 60 100 

1-10 7 

11-20 11 

21-30 11 

31-40 23 

41-50 27 

51-60 17 

61-70 2 13 

71-80 11 

81-90 l 

91-100 2 1 1 

101-110 

111-120 l 

121-130 l 

131-140 

141-150 

151-200 1 

201-300 

301-400 19 2 3 3 

401-500 

501-600 

601-700 l 

701-800 4 l 2 2 

801-1000 2 4 1 

more than 1000 l 
L一一一一一一一一一

Table 3 

km離れた鳥取県東伯郡泊町であった。また，天然礁域

で潜水中 2個体の標識イシダイを認めたが，これらは天

然イシダイと数個体の群れを形成していた。

のうち152尾 (92%)が放流域から10kmまでの天然礁域

で再捕された。最も遠くで再捕された個体は，東方で

は約65km離れた若狭湾の京都府舞鶴市，西方では約90

tagged fish 
一---.トー-

natural fish 
.....-0..... .0 
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Change of number of tagged and natural fish on the artificial seaweed farm plant. 
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DATE 
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Fig.3 
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漁獲 l 回あたりの再捕個体は刺し網で 1~数個体，定

置網で最大10個体程度が報告されている。特異な例とし

て潜水での手錯採集の報告があり，この個体は数週間同

じ所に滞留していて， 10個体程のイシダイと群れを形成

していたとのことである。(鳥取県栽培漁業センター古

田晋平氏の御教示による)

以上のように，人工礁域では800尾の大きな群れを形

成していた放流イシダイも，天然、礁域に移動した後は小

さな群れに変化していた。なお 2年以上経過して再捕

された個体は全長30cm前後に成長していた。

4. 考察

天然、の岩礁域で見られるイシダイは，一般に群れの尾

数が少ないことが報告されている九今回の調査でも天

然礁域の群れは小ざかった。しかし，天然礁域でもまれ

に，そして人工礁域では高い頻度で大きな群れが見られ

た。天然礁域の潜水観察では，小さい群れと単独個体の

行動は，潜水者に繰り返し接近してくることが多く，追

うと近くの岩穴等に入り込み，その場より遠くまで逃避

することはなかった。内田 8)も同様の観察結果を報告し

ている。このような行動から判断すると，天然礁域での

小さい群れ・単独個体は定着あるいは滞留していると推

定できる。前述した手錯での再捕報告もこの考えを支持

している。これに対して， 200個体以上の大きな群れは

潜水者に接近してくることなく，その場より泳ぎ去り，

移動していると推定された。また，人工礁域での標識放

流時の潜水観察では放流群・天然群とも移動するような

行動は見られなかった。しかし 9日間の聞に多くの個

体の移動が認められた。従って人工礁域で見られたイシ

ダイは，一時的な滞留をしていたものと考えられる。こ

れらの大きな群れを作ったイシダイは，標識放流の結果

からみて，大きな群れで天然礁域に移動する。その際の

移動距離も92%の個体が放流点、から10km以内で再捕さ

れたことから，それ程大きくないと推定される。そして，

天然礁域では分散し小さい群れあるいは単独になってゆ

くものと推定される。以上の様なイシダイの行動につい

ては次の様に考えられる。

すなわち、イシダイは岩礁域をすみ場とし，その生活

を岩礁に依存していることが認められているヘ事実，

砂質域にはイシダイの生息は見られない。また千葉県水

産試験場が水深26~27mの砂質地帯に造成された魚礁に

おいて刺し網調査をした結果でーは，イシダイは礁域だけ

で漁獲されていることが報告されている 1ヘこれらのこ

とから判断して，イシダイにとって，岩礁域は好適環境

といえる。一般的に人工魚礁等が設置される海域は海底

が砂質であることが多く，人工礁域も同様であった。こ

のような砂質海底に設置された人工魚礁等の構造物にイ

シダイが大量婿集する例はよく観察されている 1九 こ れ

は周囲が砂質というイシダイが定着しにくい環境に，人

工魚礁等の好適環境が作られたので，高密度甥集が生じ

たものと考えられる。類似の現象は実験でも観察され

ている。すなわち，屋外水糟にイシダイ 10尾を収容して

模型魚礁に対するイシダイの反応をみた実験では，模

型を入れない時は群れを作って活発に移動するが，模型

を入れるとそれに強く反応し集まることが報告されてい

る12)。そして，水深42mの位置にある人工礁域に高い頻

度で大きな群れ，高い群れ率が見られた事実は，イシダ

イがごく沿岸よりも沖合域を主として移動し，その個体

数が多いことを示しているのではなかろうか。また，人

工礁域では高密度甥集をしても施設の規模が小さいため

一時的な滞留となり，天然礁域へ移動するものと思われ

る。以上のことから総合的に判断して，本来イシダイが

生息していない砂質海底の中・低層に構造物を設置する

と，大量のイシダイを一時的に滞留させることが考えら

れる。一方，天然礁域はその好適環境である岩礁規模が

大きいため，人工礁域のように集中して生活する必要が

ないので，小さい群れ・単独個体が多くなり群れ率も低

く，定着・滞留するのではないかと考えられる。

5. 要約

1973年から1986年における兵庫県北部但馬沿岸域での

潜水観察， 1979年 8月から1982年 8月の人工藻場施設で

の潜水観察及び1981年 6月8日の標識放流の結果から，

イシダイの行動について以下の結果をえた。

1) 天然岩礁域でのイシダイの群れは小さく，人工藻場

施設では大きかった。

2) 天然岩礁域および人工藻場施設の相方で稚魚期・若

魚期では群れをつくる傾向は強かったが成魚期では弱

くなった。

3) 天然岩礁域よりも人工藻場施設において，イシダイ

は群れを作る傾向が強く，大きな群れが出現した。

4) 放流したイシダイは，再捕総尾数の約92拡が放流域

から10km以内で再捕された。

5) 天然岩礁域の小さい群れ，単独個体は定着または滞

留していると考えられたが，ごく稀にみられる大きな

群れは移動していると考えられた。人工藻場施設の群

れは一時的な滞留であると推定された。

6) 砂質海底に人工藻場施設等の構造物を設置すると，

イシダイは好適環境である構造物に大量蛸集すると考

えられた。また，天然岩礁域のように規模が大きい好

適環境においては，大きな群れを解消して小さい群れ，

単独になると考えられた。
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