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浮魚礁への魚の蛸集機構

山中有_1*. Ricardo P. Babaran 2 

Investigation of the Mechanism in which F AD Aggregate Fish 

Yuichi Yamanaka1* and Ricardo P. Babaran2 

Abstract 

In order to investigate aggregating effect of an artificial fish reef. it is necessary to take into 
consideration two sides of influence by the economic e妊'ectand fishes resource environment by the 
increase in a fish catch. 

Since F AD is installed for the purpose of collecting the fishes of a large size and a medium size 
and五shingefficiently in the offing where individual density is low， evaluation of only the economic effect 
for a useful fish stock may bring about the increase in fish catch pressure. In order to evaluate 
the aggregating effect of a五shreef， it is necessary combining some examination methods to investigate 
the whole resource environment of a fishery. Especially the method of combining optical observations 
and a split beam echo sounder investigation is e紅白tivein order to evaluate五shresource environment 
comprehensively. The payaw investigation in the Philippines and the artificial fish reef investigation 
in the Kagoshima bay were conducted combining split beam echo sounder and optical observations 
The results of these investigations are described by this paper. For sustainable fish resource use， it is 
important to decide a suitable fishing method and period using the investigation results. 

1.はじめに

我が国沿岸には海面漁業の振興を目的として数多くの

沈設型魚礁が設置されてきた。沈設型魚礁に関しては数

多くの研究報告や著作があり，魚の嶋集機構もそれらの

中で論じられてきた。魚群蛸集の垂直構造については魚

礁構造体に対する垂直距離と行動によってもっとも定着

性の強い I型から回遊性の高いV型に類型化されてい

る1)。魚礁を中心とする水平行動については漁獲場所の

データから距離の分布を調べる方法，バイオロギングを

用いて漁礁と魚の水平行動や滞留時間を探る方法などが

報告されている2)。

一方で浮魚礁については，特に東南アジアにおいて古

くから表層浮魚礁(パヤオ)が利用されてきたが，研究

対象となってからの歴史は比較的浅い却。日本では沖縄県

に中層浮魚礁が初めて導入されてから30年ほどである。

2012年11月14日受付， 2012年11月15日受理

浮魚礁と沈設魚礁は設置海域，対象魚種，および魚礁

の構造など多くの相違点があるが，調査の基本的手法は

共通している。漁礁の婿集機構の解明は調査手法と密接

に関連するため，研究例の多い沈設魚礁の場合と対比し

ながら検討を進める。

2. 調査手法

人工漁礁の効果を評価するには大きく 2つのアプロー

チがある。漁獲高の増減など経済効果の観点と魚類資源

環境の観点である。前者は市場価値のある有用魚種の漁

獲高と漁獲効率を評価することであり，後者は有用魚種

に限らず生物群集全体を再生産まで含めて総合的に評価

することである。

魚礁調査の手法としては，漁獲調査，潜水観察や撮影

等の光学的調査，言十最魚探調査，バイオロギングによる

行動調査などが代表的なものである。 Table1にこれら

キーワード:浮魚礁，パヤオ，計量魚探，視覚観察，魚類資源環境
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Table 1 Merits and demerits of investigation methods. 

Method Area FdIslsh tlSIIPCEtlCOIIel s 

Diving Narrow Excellent 

Fixed camera Narrow Good 

ROV Slightly wide Good 

Bio logging Wide Excellent 

cShp0 lit 5 beam 
echo sounder Wide Bad 

SONAR Wide Bad 

Test fishing Wide Excellent 

の手法とその得失点をまとめた。

1)漁業生産の観点

魚礁設置事業の投資効果を判定するためには漁業生産

の観点が重要である。この場合特定の有用魚種について

魚種選択的，広範囲に調査することが有効であり，対象

魚種が明確で、ある漁獲調査とバイオロギングによる有用

魚種の行動調査が適した手法といえる。

しかし短期的な漁獲の上昇が認められたとしても，低

個体密度の有用魚種が魚礁によって高密度に濃縮され，

それを効率的に漁獲しているとすれば，長期的には資源

の減少，i固渇につながる可能性がある。

2)魚類資源環境の観点

前者のリスクを回避するには魚類資源環境の観点から

のアプローチが重要である。この場合には有用魚種のみ

ならず捕食される小魚，稚仔魚，浮遊生物なども含めて

生物群集として調査する必要がある。沈設型魚礁ではこ

の観点が重要視されつつある。魚礁構造体の表面を藻類

や底生動物が付着しやすいよう加工し，稚仔魚や餌とな

る小型生物の隠れ場所をつくる試みなどがなされており，

この傾向は日本消波根固ブロ ック協会によれば，沿岸海

洋土木事業にも広がっている。

また沈設裂魚礁の規模を表すために，魚礁内部の空間

容積を示す 「空立方メートル」という単位が用いられて

いるが4)，これは被捕食魚の隠れ場や餌生物の生育場と

しての機能の指標となるものである。

魚類の総資源量を把握するには計量魚採，ソナーなど

の音響調査手法が適している。これらは魚種の特定が困

難であるが，広範囲で定量的に，かつ自然状態で調査で

きる利点がある。計量魚探は垂直方向に集積された音響

散乱データを航跡に沿って積分し，同時に 1個体の散乱

強度のサンプルを正確に測定することによって魚体長分

布や総資源量を推定する。ソナーは水平・垂直両方向に

走査することで魚群の大きさなど空間的な広がりをとら

えることができる。計量ソナーは定量測定機能を備えた

ソナーシステムで，先端的な資源解析システムといえる。

Quantifi- Investigation unbiased 
catJ.on period standard 

Difficult Restrictive Good 

Di伍cult Long Good 

Difficult Restrictive Good 

Bad Long Bad 

Excellent Slightly long Excellent 

Good Slightly long Excellent 

Di伍cult Restrictive Bad 

3.計量魚探による魚礁調査

1)フィリピンにおけるバヤオ調査

フィリピンでは深海域に竹の筏をアンカーで係留し，

ヤシの木を水中に垂下して魚を寄せる伝統的な漁法がパ

ヤオ漁法である。パナイ島南西沖約 5マイルに点在する

パヤオ周辺を小型計量魚探で調査した。 Photo1は使用

した測定装置である。Fig.1に示す隣接する 4か所のパ

ヤオを対象とし，周囲のグリッド航定調査およびパヤオ

に係留しての定点調査を行った。Fig.2は調査時のGPS

による航跡をプロットしたものである。

Transducer 
Carrier frequency 
Pulse width 
Pul5e-repetition period 0.5s 
Beamangle 
e育'ectivedetection distance 

Split beam (4 elements) 
70kHz 
1 ms 
0.55 

11 deg 
about 150m 

Photo 1 Measuring device， SYMRAD EY・500
split beam echo sounder. 
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Fig. 1 Investigation area and GPS track chart. 
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Fig.3 

Density distribution contour map of fish 
schools. 

Fig. 2 

Aggregated fish around the palm tree 
which hanged from payaw. 

Photo 2 

The medium size fish showed feeding 
action near the depth of 40 m. 

Photo 3 

い動きも見られた。

潜水観察は，日中約40分を 2回行ったのみであり ，断

片的ではあるが，パヤオを中心に食物連鎖のピラミ ッド

が構成されていることが容易に推察された。パヤオの近

傍でこれらの娯餌行動が行われれば，下流側には残浮な

どが流出し，それを摂餌する小魚，小魚を追う捕食者と

いう連鎖が生まれることが考えられる。

この付近は潮汐流の影響があり，魚群密度の分布との関

連について検討を行った。

周辺のパヤオ潟、は年々漁獲量が低下しているとのこと

であったが，魚探記録もそれを裏付けていた。手釣りに

よる漁獲試験では10cm-20cmのアジ類が多く，魚価の

高い中大型魚は漁獲されなかった。

Fig.2はパヤオ周辺0.5マイル四方の魚群密度をコンタ

ー表示したものである。識別された個体数密度は100個

体/ha前後で低かったが，この時の流向に対して上流

側の密度が高い傾向が見られた。他の観測では流行に対

する一定の傾向とまでは言えなかったが，密度の偏りは

確認された。

Fig.3は流向に沿って直線的に往復した測定の結果で

ある。推定体長別に表示すると，特に15cm以下の小型

個体が下流側に偏在する傾向が見られた。

パヤオ周辺の婿集状況を確認するために潜水観察を行

ったところ，筏の直下や垂下しているヤシの木周辺に小

魚が群泳していた。筏やヤシの木には貝類などの付着生

物があり ，甲殻類などの小動物も見られた。直接摂餌行

動を見ることは出来なかったが，これらの小魚にとって

パヤオが餌場，隠れ場となっていることが推察される。

深度20m前後にはアジ類と思われる小型魚の比較的大き

な群れが見られた。この群れは時折視界に入っては泳ぎ

去ることを繰り返していた。魚探記録ではパヤオから離

れたところにも比較的大きな群れが見られたので，パヤ

オに付いているというより周辺海域を回遊しているもの

と考えられる。 30mから40mにはやや大型のカマス，カ

ツオまたはマグロの幼魚とみられる魚影が確認された。

これらの魚種では，摂餌行動と思われるランダムな激し
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2)鹿児島湾沿岸の沈設魚礁調査

計量魚探による魚礁調査として，鹿児島湾内に設置さ

れた沈設魚礁周辺の婿集状況調査を行っている。使用機

材はパヤオ調査に用いたものとほぼ同じものである。

計量魚探調査において資源量はSV(体積後方散乱強

度)で収集され，同時に収録されるTS(ターゲットス

トレングス)を用いて平均魚体長や資源尾数を推定する。

この過程でTSはSVの換算に用いる平均TSを求めるため

のサンプルとして扱われる。 TSの測得は信号選別段階

での制限が強く， TSそのものから資源全体の特徴を推

定することはできないと考えられている。しかし測得さ

れるTSの分布が魚種構成を推定する手掛かりにはなる

と考え，測得TSのクラスタ解析を行った。離底距離

(海底等から魚体までの距離)と推定魚体長の 2次元で

分析し，最尤法による最適クラスタ分割の判定を行った

結果 2個から 4伺のクラスタに分かれることが分かつ

た。 Fig.4は魚礁近傍(上)と魚礁から約20m以上離れた

区画での測得TSのクラスタ解析結果である。十字の直

線はそれぞれのサンプル標準偏差を示している。

この結果は潜水観察によって魚礁周辺で見られた魚種

構成に符合するものである。正確な魚種判定は出来ない

が，少なくとも魚礁周辺で同じようなニッチを占めてい

る魚群の平均体長推定などには応用できる。

熱帯・亜熱帯の多魚種漁場においては単純な魚種構成

を想定した推定モデルは適用で、きない。単体として識別

されTSデータの主体となる魚種と， SVの主要な部分を

占める魚種が異なることもある。特に限られた空間に多

数の魚種が分布する魚礁周辺ではこの傾向が強い。そこ

でTSデータの分布密度とSVと平均TSから求めた推定密

度の比を 「単体認識率」として，計量魚探調査の信頼性

を評価することも可能で、ある。以上の結果は沈設魚礁周

辺の調査で得られたものであるが，浮魚、礁周辺において

も応用可能である。

4. おわりに

浮魚礁は沿岸の沈設魚礁に比較して，沖合，大深度に

設置されることが多い。周辺海域は低栄養で生物生産能

力が低く生物密度は希薄であると考えられる。変化の乏

しいこのような海域に浮魚礁が存在すれば，集魚効果は

大きいと考えられる。魚礁本体や係留索が作る陰影効果，

音響振動効果，付着生物などによる喚覚効果などが実証

的に研究されている。それらの物理的化学的な刺激が生

物蝿集のきっかけであることは間違いない。それらの刺

激が食物連鎖の様々な段階で「近づく j，["食べるj，["逃

げるj，["隠れるj，など生存に必要な行動を誘起する。

しかしどのような魚種構成でどのような物理環境の時に
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Fig. 4 The cluster analysis results of measured TS. 

婿集し，どのくらいの期間滞留するかは一概に論ずるこ

とは困難である。

現在浮魚、礁については旋網船の急増によるカツオ・マ

グロ資源への漁獲圧力の増加と，それに伴うマグロ幼魚

の混獲など切実な問題が起こっている5)。旋網操業に適

しない浮魚礁の開発など発想の転換も求められる。

浮魚、礁事業にも沈設型魚礁や消波ブロックのように資

源育成型への転換が迫られていると考えられる。そのた

めにはここで述べた方法以外にも多くの試みによって浮

魚礁と生物群の関係を明らかにしていく必要があるだろ

つ。
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