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Quantification of the Fish Reefs Functions and Reef Affinity 

Shigeki YAMAUCm*l， Yoshikatsu YOKOYAMA2 

Akira KA W AMORI3 and Izumi SAKURAI1 

Abstract 

By results of fish experiments with which fish reefs areas and control areas were compared， the reef 

a狂inityindex was defined and calculated. And， the results of the fish experiments c1assified by distance 

were applied to an approximate expression and the distance distribution from fish reefs of the fish 

species was quantified. It was suggested that fish reef affinity was formed by acquisition competition to 

fe巴dduring of the fish sp巴ciesand food chain. From results of the reef affinity index and the distributions 

of fishes， it was shown to be able to presume the attracting amount from the distribution of fish. And 

relational expression HニNo-No・e-ACl'xbV + No・ACs'e-AC"x bV of the stock abundance No， the attracting 

amount H and the fish reefs volume bV was proposed. 

l はじめに

北海道におけるコンクリート製人工魚係フ守口ツクによ

る本終的な魚lilt設-iii事業は， 1955年(目前1J30年)から災

}iUiされたI)。人工魚礁に関する体系的な効果誠資もf(lT!1!¥

設抵当}業の一環として，f(~、総 illtl泣 jffii地調ヨ!E とともにか、副長

効果確認fJI1げが)として尖絡されている。以来，北海道に

おける調査は体系的かつ級統的に1988年度まで実施され

た。 淵資の日的は，事業として実施される魚礁に，どん

なか、が，どの総に，どの総凶に，どの校皮，虫~1集し，そ

の要閣は何かを定:iHI甘に示すことであるが，その具体的

手法は現在に?Eまで確立されていない。

'lli:者らは，北海道が実減した過去の漁獲試験をゆ心と

する捌資資料により ，f!乱事'Tiの1.(¥li1(¥1士，1.(¥礁形状による蛸

集の変化， f!Hilgからの距離と魚、積分布，魚礁への的集:!it

推定， f!.I，T!lgの規模と!Þ;~，*;lt を対象として，その機能の定

法化を進めてきた。本稿では，定fi::化全体の法本的項目

となるf.(lT!lt性，f!.¥T!l!¥からの距離と魚種分布に関する数fiid

化の手法を紹介する。また，数]1上化による結果を評悩し，

これから推定されるf.(\lilg，~!:の本質について考祭を示すO

なお，本稿は当誌で発表した，魚類分布の定公表現に

よる魚礁の効来範凶の定位イヒとその考察31 と，平成20:11:

!支水政工学論文武の対象となった北海道における漁獲試

験結果に法づく魚礁性の定法化とその考祭11について，

その後の改良や閑述の発表5)を含め総合的な考察により

紹介するものである。

20101F 6 P:I 4日受付， 2010iF 6月41'1受理

キーワード:人工魚礁，魚、T!lg機能，定iH:化，JMlm 
Key word ・artificialfish reefs， fish reefs functions， quantification， reef affinity 
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対!!(tlまの漁獲i誌をFcとして. 1.(J，、礁性をFr>Fcと，その

頻度が大きくなる税皮と定義する O これより以下のとお

り.1.(¥ f!lH依存度とf!.J，f!lH依存頻度を定義の l.さらにこれ

を複合した魚lí1!~.t'IJ日数を定義し . 1.(¥ li1!~'~1:の lit !'l0指紋:とし

た。また.1.¥¥ li1!~性の有無について検定により判別した。

(1) 魚礁依存度と魚礁依存頻度

魚延長IKと対!!草区の漁獲1ft(貯j集l，l)の綬劣を表現する

指紋を魚T!ff，依存IJr.Drとして，次により定義する。まず，

i主総別に jIITlIヨの対となるii(J.3変試験のi.((¥3lg::FろとFcノか

ら5.(¥Til(~依存度drとして次に求めた。

Fr;-Fc; 
rコームー(j=l.2， 3・・・1/)
1 Frj+ FCj 

さらに.drの漁獲試験!日!数 IZの平均を;(¥¥l!f[の;((¥li1!~依存

皮Drを求めた。

主d乃

-・・(1)

f.(J，lilH1:は魚、総の1.(¥1臣、に約集する度合いとされている O

北海道の各地区で災泌された人工f.(\lil~ と，その}羽辺の司L

jll域を対!!立区としてよと絞した漁獲試験の紡糸から. 1.(J，lilH 

伎の定義を与え，主主主HI甘に表現する手法を提案し，各;(¥¥

Híの ;((J， lil(~tl:の強!;uや七1:絡をよヒ絞し考祭を試みた。

1 )試料

1962年から1973年にかけて，北海道小綿，余rli.{Jrji. 

塗l礼石狩，右lH.総JE.鋭|路，際W:の 9地i去において，

水政試験場や水政技術改良訴j役所及びrlilllT村が実施した

延べ181mlの知的;区と:;(.J'J!(U互の比較漁獲試験結果H)-2.11 

を1'l!!lJした。各i.((¥3長試験の実施地区をFig.Hこ示した。
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魚礁性の定量化2. 

Drは.L三ρr:::-lの範i羽で変化し.Dr口 Oの場合.1.(¥ Ti1!~ 

iまと対照阪での漁俊足数は等しく. f.(¥f!1fL平JUj忠での依

存のili6りはない。 Dr>Oの場合. f.(¥:H(のf.(¥l!1f(への1K1'T-が

大きく .Dr<Oの場合，対!!吉区つまり玉leJJl:lt!!への依存が

大きいことを示す。

iitの多少にI>Mわらず. ;((\li1!、区と対!日u8への来遊(崎'1 !.1~

移動)の頻度の俊劣を表現するお絞をf!.J，Ti1!(依存立JilJr.Qr

として，次により定義した。 Fr>Fcとなる漁獲試験回

数をIZr. Fc>Frとなる漁獲1m数をIZrとして. f!.¥li1f(依存頻

度Qrを次に求めた。

-・・・(2)Dr 

r 

Qrは-1::; Qr:S 1の/HJで変化し.Qr>Oのときか、li!引笈で

漁獲i誌が大きくなる頻度が向くなる。また.QrくOのと

き対!日¥1まで漁獲Jl1:が大きくなる頻度が向く .Qr=Oのと

K
G
F
{
判
∞
ロ
記
判
明

ωocω
℃ロ
ω仏
ω℃
'
ち
ω

-・・(3)

Qr 

Idea of reef affinity index. 

Ar'ωηDf) 

砂

。IReefdependence frequency 

Qr211r-11c -
1/.+1/ y • 1<(' 

Fig.2 
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Fig.1 Location of fishing experiments of artificial 
reefs. 

;((¥lil!(の設in水深は地区によって!lQなるが. 20-50m前

後である O 対mu豆は.1.(¥ li1f(区から海洋治い，あるいはj予

知Ijに1000-6000mの五!とj[l域に設定されており .Jrs;'l'tは，

いずれも砂質または砂際貿である。 i'((J.Jミは地区によって

与もなるが，各地IKともi札機IKと対mu乏の対となる漁獲試

験はがJ~の漁jL及び規模でJ~施している。主として利)IJ

された漁jもはがj網である。当IIJ'.出M1tを111当した殺者の

一ー人である桜'il.L!の認議では. f.(J，l!l((ばにおける刺絢の設ii'i:

は，全i主的には漁JLの{破.JHをElI巡するためf.(¥lilH，'LI二を避

けmJ辺としている。しかし，横IL!が担当した小綿，余ili.

iJr:i主の漁獲試験については，誠ゴモ)IJ漁J主を作製し.漁高H
直上に設ìi:tすることを:ìJ~1事!している o fifって. f.(¥li!((で、の

漁獲試験は. ;((¥li!Hn立lニあるいは魚礁Ji'H:i立で尖飽きれたも

のを1.(I，li(((区と表現し，その上と絞となる平jlUl主の坊を対!日1

12<:と表現した。刺網の討IjJ](1泊三IIUiま各i魚、獲試験とも概ね24

11寺/HJである。漁獲試験の11寺JVJと間数は各地区や調1f:fl'.皮

によりiもなるが.1，1'.[1U4-141回である。

2)方法

魚礁で、の漁獲fifが附集泣を反映するものとすると，比

絞漁獲試験の漁獲足数から符られる魚1i1fitl:に関する i'ì'i t~

は，対!!吉区との比較による魚礁区で、の :;t (j~依存と . 1.(¥ li!M 

区への米滋(由民集)の頻度である。魚礁j涯のii(¥3lli:htをFr，
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きf.(I，li!H区と対)!HIまの1.(¥、li!((依存立JiJ文が等しいことを示す。

(2) 魚礁性指数

魚被告i玄と士、tJm肢を比'1'交したi位獲試験により}j(1りとされる

1.(I，li(H牲は，f!.I，T!!H依存度とかI，T!!!(依存JJW支の後合した'til:絡と

考えられる O このため， z指燃を1"111寺に表現でき，結果

のl開!l]iiHi:が可能な抜素数ilL而iにxll!illの尖m5をQr，y il!11i 

の戊泌をDrとして表わし，これを11.¥T!!((tHi1数Arとした

(Fig.2)0王子市盗事;'{の原点。 (0，0) からl，i'、Ar(Qr， Dr) 

までの距隊 la，.1は1.(1，T!!((性指数の絶対自立を表し，ベクト

ル (Qr，Dr) とxiplliに挟まれたffjを1.(¥li1(¥性{!ii¥fIJと名付

けかで表すO したがって，魚li!!JiI:指数は以下の双方の式

により去される。

Ar=Qr+Dr・i … (4) 

あるいは，

I a，.1 =lQ-;:2 + J5~~ 

として，

Arコ la，.leゆ -・・(5)

とした。従って， la，.1 はQrとDrのベクトル手11により 1.(¥

liH('ti1:の大きさを示し，(Jrは魚礁で1:のプラスnm，マイナス

1WIの;j向やff.l，T!1g'ltがi止によるものかJY[i皮によるものかの

'tH'rを示す。1.(J..li!Hj，の大きさとガliiJをわかりやすくする

ため，さらに次を定義し，a，.を1.(1，lil!dBAlI支と称する

1.5 i Group1 Group2 

a b 

4二
叩0ドJ)

c 0.5 
。'-

吋Uー3' 

吋〉m，、 O 
c 

k c 
百一0.5

出 la，lx旦L

I(J，.I 
-・・'(6)

これにより ，a，.>Oの場合を.IEの魚被告性があると称

し，ar<Oの場合を負の1.(¥誠g伎があると称する。さらに，

(f>(Jr三。)u(Oとθr>-f)

あるいは，

(守 <(Jr~π)u(-π三θrくー守)

のとき，!}JU交の向い正または1tlの魚llil!('t!1ーであることを示

し，

(子治〉?)υ(-f>(Jr>一子)

のとき ，Ij;[i伎の低い5Eまたはiflの魚礁でi‘て、あることを示

す。

(3) 魚際性の検定

1.(1， T!H(性の干r;1!!fiは， r 1.(¥ T!l!(1豆と対)!江区に漁獲!ち数にネ1I.i!11

はないJとする帰i!!fi仮説を設定し，二JJ1確率による楽去11

検定により、内定した。検定は次の手目liiにより行った。各

1 ;tJの比絞漁獲試験の魚干'Tiごとに1.(1，延長区での漁獲足数

をFr，対照l豆で、の漁獲J'i!:数をFc，

Fr > Fc の~I: j区間数日p

Fr く Fc の ~I:起!日i数 11，

Fr Fc の~b包 101数 Jル

とし，試行If1I数を 11) としたとき

Group3 

Group4 

Qω C 
Fish species 

-1.5 

R1 Greenlingぉpp.

H 1 Pacific cod 

H5 Walleye pollock 

C1 Great sculpin 

ZI Octopus spp. 

R2 Soi rockfish spp R3 White-cdgcd rocfish 

H2 Arabcsquc greenling H3 Fringcd bleny 114 Spiny dogfish 

H6 Long shanny H7 Rcdwing scarobin 

C2 Plain sculpin C3 Sculpin spp. C4 Sca raven 

Z2 Spiny king crab Z3 Hair crab Z4 Olhcr crab spp. 

Fig.3 Reef affinity strength of each fish species without f!atfishes. 
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Group4 

H4 C4 ' H5 H6 H7 

cil I R1 R2 R3 Z1 H1 C1 H2 Z2 C2 H3 Z3 C3 

:を糊行/4
c 
E 
cilπ/2 

持田

ドish specles 

ω 
遣制加/4

-TI 

Fig.4 Reef affinity argument of each fish species without flatfishes. 

1.5 

Group F1 

1 ~ 1:1 
ぷ二 Group F2 
崎明~

0) 
c 0.5 
G L四

Group F3 
Group F4 

中U43 

吋〉幽d、 O 

Z二 I F1 

E CU 
一0.5体。跡

Q。C 
Fish species 

一1.5

Fl Barfin flounder 

F5 Brown sole 

F2 Pacific halibut F3 Pointhead flounder F4 Bastard halibut 

F6 Korean flounder F7 Dusky sole F8 Flat日shspp. 

ド9 Sand floundel FIO Flathead flounder Fll Cresthead flounder 

Fig.5 Fish affinity strength of flatfishes. 

1l)"=J1r+J1c+llrc 

とした。なお，対象となる事象は少なくとも1.¥¥líH~区，対

H吉区のいずれかに漁獲が発生した場合のみとし，(Fr= 0) 

n(Fcコ0)の場合は解析の対象外として漁獲凶数から除外

した。漁獲試験の各結果は，魚報告i玄と対照!玄が対になっ

ているので，備書!~仮説により試行 1 I図録の漁獲量:が1.(I，lillミ

で多くなる生起確率は fラニょとして，二項分布により検
バ 2

定した。

3) 結集および考察

(1) 魚礁性指数

ヒラメ・カレイ類以外の魚経について，f.I!，礁性snl皮の

}II日{立をFig.3，その}lllif立と対応した魚種の魚、礁性偏角

(f)r) をFig.4に示した。ヒラメ・カレイ類についでは同

級に， Figふ Fig.6tこ示した。 I~中のアルファベット記

号は，総H1.(l，R，一般1.(¥H，カジカC，水産量h物Z，ヒラ

メ・カレイ去iiFとして示している。

Fig.3のヒラメ・カレイ類以外のR，H， C， Zを一体

とした傾向は，f.f.1、1i!~性強度が大きく均等なグループし

か、礁性がiヒ絞的中位で均等なグループ 2，魚礁牲の大き

さが}II立次漸減するグループ 3と，その一連として絞く魚、

帯主主tがマイナスのグループ4に分かれた。グループ 2は

Fig.4のflffifiJにより 2つのサブクrJv-プに分かれた。こ

のうち， f.(l，延長性強度の大きな 35!な援をサフゃグループaと

してグルーフ。2a，ノj、さな 3魚種をサブグループbとして
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'-

co 欄TT/4
〉、

ゆ 4
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k 引 12
co 

も+酬闘。
度胸3π必

"すT

Fig.6 Rε巴faffinity argument of f1atfishes. 

グループ2bと称する。グループ 4も， fliIJifJにより 3f.~\ 

fJflごとの 2つのサブグルーフ。に分かれ魚T!¥!itl:強度の大き

い側をグループ4a，小さい似IJをグループ4bと称する。

各グループの11.¥、経構成はグループ Iがか、殺Rの 31.1な穏，

グループ2aがZ，日， c各1.(¥検の1.(¥T!\!i'l1二 ~mJ~~} 1 fなの魚

種により形成された。グループ2bはH，Z， Cの魚Ji¥!{性

強度第 2伎のi主主fLグループ 3は孔 Z，Cの魚:li¥gtl強

度第 3伎のf.MJfl，グループ4aはZ，H， Cの1.(¥T!¥({性強!支

第4f伝の魚、税により7隠JjX:されている O

Fig.5では，ヒラメ・カレイ'B'iの魚、T!\g'~1:強!支は 111百万(Fr;

列化しているが， Fig.6との比絞で見れば4グループに

分かれる。 itiも1.(¥T!¥!(性強度が大きい11.1，磁lirをグループ

F 1 ， 11.
'
， T!¥[{ 't1: 1¥" f立をグループド2，泣低位をグループF3，

f号、様性がマイナスの11.¥極irt，をグループF4と称した。な

お， Fig.3からFig.6の塗りつぶしたか、滋は，1.(¥ T!¥({性が有

志1:と判定された魚、滋である。

(2) 魚礁性の順位と魚穏

Fig.3の1.(¥li\!('~t 強度から!t;!.ると， f.9，mj'Eが故大のグル

ープ 1はアイナメ夜!，ソイ#i.エゾメバルの桜fす魚と呼

ばれる魚種で構成される。これらの魚秘の行動的特徴は，

アイナメ類がま7議長主主に総張りを作り， ソイ類は岩11会に待

機して餌生物を捕獲し，エゾメバルは岩礁を背玖に流れ

に!匂かつて定佼して流下する餌~t物を捕獲する 25) -27)。

したがって，岩|没，背景などそれぞれの種によって形態

は異なるが，何らかの形で宕礁を利用している。グルー

フ。 2は， さらにグルーフ。2aとグルーフ。2bにう上治、nるカ{"I 

2aはタコ，マダラ， トゲカジカで構成され，いずれもZ，

H， Cに区分した各魚種l庁の最も魚礁牲が大きい魚種で

ある。 2bはホッケ，ハナサキガニ，オクカジカでH，Z， 

Cで、の魚報告t1各 2f立の1.(¥fJfl，グループ 3はフサギンポ，

ケガニ，カジカ #jでH，Z， Cの各 3f立の魚板である。

各グループが異なる魚秘的乙の魚種により構成されている

ことが特徴的である。f.(¥T!H(tt強度は魚礁への治的依存や

頻度依存を示すもので，これが同等に近いものは基本的

形態の災なる魚穏で、形成されていることが判る O … )j， 

Fig.5に示すヒラメ・カレイ類は， 1M¥((性強度が:4]:も向

いマツカワからオヒョウ，ソウハチ，ヒラメ，マガレイ，

ヒレグロ，アサバガレイ，その他カレイ，スナガレイと

序列的にiili絞している。f.(¥ii¥({性強度が強いマツカワ，オ

ヒョウ，ソウハチは魚fttlを示し，比較的体型の大きな

魚総て、ある。このことと強度が序列的に形成されること

を考えると， f.(\T!\({tU土餌等のf.(\T!\gへの蛸~妥協に対して

競争n0に形成されていると考えられる。これにより，絞

付・ '1lQ:f.なほかを検討すると ，fi卒、礁性強度が近接して形

成されるグループは，魚種の形態が異なることを示唆し

ており ，j，卒、様、に対しての競争的則条をgミ忠、形態の差によ

って緩み分けて1.(¥I!lmの強度を維持しているものと考え

られる O 線付 1.(¥，土生息形態が岩iijli域を法般にしており本

米自立合が予il!lJされる O しかし，アイナメ類はテリトリー

を持ち，ソイ類はおl徐にi静むなど比絞的区分された領域

で~Iと，忠、し，エゾメバルはお礁を背紋にするなど，それぞ

れ災なった生息形態を示している25)-27)。したがって，

強い1.~I，ii住性のグループとして一体をなす絞f.Jf.(1，も， 1ifU或

区分による桜み分けにより魚礁性を維持していると設え

る。 i長J:係に各グループが異なったか、滋群により形成され

る腹自は，よと絞的緩み分けが可能な魚緩が!可程度のf.(l，1il~

'~I: を共有しやすいためと考えられる。

(3) 魚礁性の複合

立l総設ii'e卒業の多くは，複数のか、積を対象とする。複

数の1.(1，磁を対象とするときの魚li¥!(性の考え方は不明で、あ

る。f.(I， li\~位二指数で1ま，この平均値により，対象が複数の

場合の魚礁性を示すことがTI]能となる o O緩類のある
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omaki国間-・・(7)

で表すことができる o Aηは複素数で表現され，手IIはil'[

交燦主主表示，商は綴路線表示を使うと簡易であるため，

Arj= (Qrj. Dり)

として，利を以下で表す。

-・・(8)

距離別漁獲試験羽交の結果を使jりした。 I品~1t対象とした

1間企C~(I，礁は 1975:fj: に設 .ii:rJ~ され， *i架35mに1m"tWPJ筒形

ブロックを:!I~獄してflVj. l&: されているお)。規模は， 2.512 

~m:l (3.200{161)， J(ü'rは{沙{緩または砂nであるカ三~(I，lilg

から1.400m-1.500m fす近にお獄事:íiのT!l(~が点 {I:する;10).35lo

i'(('，j'¥.は刺制を使Jllし， ~(I，被告の1/'心付近から海岸と平行

に設i位している (Fig.7)of毛さは80反 (25m/反)，

2.000m，滞納JI寺 IHJ は概ね24J1~'IHJである o i，(((J妥結果は4反

(100m) を 1I豆11りとして区分し，距離別の20区分につい

て魚稗および漁獲足数・ lrcll~: を測定した。 ìHt J'\.は~('-イijj!pl'

央部から設 ii~i: しているため， f.(l， lil~ の規模から考えて

100m松!支がf.(I，T!l!U二に来制しているものと1ft定される。

実施時期!と IDI数は， 1983'1'が 6-7)Jの各)J1 ElIの計 3

IUI， 1984:q:-1988'ドは 5-9 JJの年 51f1J，総回数は 6'1: 

IlIJで281U1である。

2)方法

(1) 距離の蝿集指向指数

漁獲試験の結果は，ぅiとi底抗による変動が大きいものと

考えられた。 ;ltn0変動を J!!f，次元化して，漁獲変化を~(I，f!l[、

からの距離Lのみによる変化として衣税するため，各漁

獲JI守の距離別漁獲足数を漁J~短長の漁獲に対する比ネを

距離の的集指向指数Adとして表した。したがって，漁

獲が魚礁問辺の昨j集結~1交を反映するものとすれば，Ad 

l立米jrt:lI1:φ と関わりなく， ~(I，T!lHがJふつ1.(dfì におj する如来、機

能の距離に伴う変化を示す指僚と考えることがIJ¥米る。

漁JZの区分数111，i，((tJl¥iml数11として，区分 i呑[1 (i= 1. 2， 

3.'・'111)，1m数 jIUI EI の~(I，.flf[ごとの漁獲;止を月とする O

その蛸築指向指数をAdij' その1m数に対する51>::1:ちをAdi

として次により求めた。

Fig.7 

-・・(9)

-・・・(10)

jgyv(jtlh18lh) 
このときのflrIJfIJをのとして

o 

2:Dり
θo=a tan与

1:， QrJ 
j=O 

を狩ることができ， o種類のか、T!UI:指数の平均fil[は

JJ8iQη)二(jiDη):!. e
iん

… 。
δ.e'・0

べjAlh)戸立川 (0，)
)
 

-i
 

(
 

• • 

で求めることができる。

ここで互子を平均~(，-f!l(、 '1;1:指数と 11予ぶこととすると，複

数のか、磁を対象にf.(l，lilf¥設慌を検討する場合の1.(1，f!j[j'l:の検

討比絞ができる。

-・・(12)

(2) 分布の近似式へのあてはめ

事li元25)は，人工魚従長に蛸集した魚類はか、礁内部にi答

入する種や，ある私!皮離れたところに位位する怒など，

それぞれの特性に応じた分布が見られることを示してい

るO このため，分布にあてはめる近似式のlli!を，L=Oに

人工!.(l，T!lHNi]辺における昨1%魚llfの分布については，小

J112S)や布li元25)，拶'il1!29)-35)がか1.T!j[~カミらの f卒、探記録や距

離iJIj漁獲試験の結果などから1.(1，秘による分布の追いを示

している。しかし，いずれも魚類米遊放の変動による~('

lil!~周辺灼集放の変化， mli凶のj主体的な定義を示したj二で、

のf.(l，T!l!iと附集距離の1M]係についてはIljJlillIにしていない。

このため， ~(J， líH~から 2.000mにわたり)ili統的に wu網を設

i澄し， JlI:!臨時Ijにi，((1，1邸Jtを計il[l]した協調印IJi，(iな獲試験の名古来

を試料として， 1.(1， lilHからの距離と魚類分布を検討した。

距離に対する灼集の指向性を無次兄化されたお様似とし，

この他によりf.(l， f;H~からの距離と ~1'J%1t5t;(lîの関係を近似

式にあてはめ，定泣化する手法を従業し，その結染から

魚種による分布の状態と効来距離をIYJらかにした。

1)試料

試料は，被11130)-35) が11i{立f.(l， lilgからのJI~高I~ と漁獲設の

関係をi列らかにすることを目的として，北海道日本iiu:n!IJ
の島牧村j'l'で1983/fから1988年までの 6'flHJに実施した

魚礁か5の距離と魚類分布3. 



Fig.8からFig.12に示すO なお， Fig.9の一般魚は， *r:11 
を付した試料(1 f'1:)を含めたEstimatedvalue 2の中11

関係数 rが一0.04であるため，以降の考祭ミ?には，これ

を除いたEstirr泌総dvalue 1 (r口 0.52) をf却1Jした。また，

既に示した11.1、極鮮とアンコウの分布妥を分布構造として

Fig.13に示した。

分布の式淑{土，絞N;((，，ヒラメが逆ロジステック烈

(ん狽と時記)，カレイ'iJi.カジカ類，一般魚[ま対数正鋭

91 1卒、線機能の定JI:~1七と;((，fiHi'tl: 

ピークをもっ逆ロジステック Ií~ と名付けた 1111総式 ， L=O 

から離れた部分にピークを:J';\'つ対数正規分布型の 111ぱ~~式

とした。 Adは;((， 1iH~治、らの距離Lに対して!.cj.えられ，近{以

式上に与えられるAdの型i弘前自立をAd(L)と示すと，それぞ

れの1111線式は逆ロジスティック波を

Ad(L)=ん(L)=a{I-[exp(-exp(b-L)/c)]}+ Adll 

・・ …(13) 
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みj数IUU分;(Ii)l'!は，

o f (log(L)-b)"] 
Ad(L)=丘 (L)=-;;ふ-:7 exp~一一~一一一い Adll、f27f cL ---r I 此|

・・・(14)

とした o a‘ b司 C. Adllはあてはめにより符られる係数

で，Adoはl以来古I[である O

Ad，は距離別ì.((t3集の j 番 11 の漁獲i足分ト区 11日の漁獲lit:~を

お校:イとしたしたものである O このため，漁具の飴端か

ら1待!こ!の漁獲 (i，((tJ1)区分区lIiJの小心まで、の距離をL，
として，Ad，¥まL，におけるHli隊の附集指liiJ指数とした。

これらを，近似式にあてはめ係数 a.b. c、およびAdll

をj¥}:t:こ。あてはめては，エクセルソルバーにより，

2500 3000 

25003000 

φ 

1000 1500 2000 
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の11立が以小となるパラメータとして1!:ZJ庖似を求めた。ま

た，尖iJ!U1il[と近似式のあてはまりの税!支を匁lるために，

Ad，とAd(L，)によるどアソンの十111勾係数rをよ!とめたO

(3) 効果範臨

1.(， lîl~ J.'il illで魚類がJ';VJIIする分布の範1mを効"*総IIHと考

える。f.9.1il!iへの蛸集する 1.(，鋲は1号、 lil(i外のiYJILtJ~主にも少な

いながら均等に分布し，1.(，礁あるいはそのj芯i!l.に後近す

るに従って，地主11するものと考える。絞付 1.(" 一般;((，.

ヒラメ，カレイまf[，カジカ郊の魚額約:ごとに，次により

f!.'.lî!(~の効泉純l羽を定義した。 Ad(L)の以:Jdll[ を Admax とし

て， Fig.9 
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により ，Adsを il i.:l:lI.域での1'!~{i\i;の阪高It の!l!1'J 集指 IÎjJ指数と

する O 効果f仰11を漁獲がヰサl域より大きくなるJi1WlIとす

ると，ん(L)およびfdL)の同式をI(L)として，効来範Wlを

Ads=0.05(Admax-Adll)今 Ado

25冊 3伐lO

;'="0.9百

以α1000 1500 2000 

Distance from fish reef unit (m) 

Effect area of bastard halibut (LF
詔 350m). 

. • • 000 
o 

Fig.lO 

を含むf.(，礁からAds=f(L)の交.'，'.i.Eまでの距離んと定義

した。

(4) 結果および考察

根付;((， (ソイ:ガしエゾメバル類)，一般5.(， (ホッケ{也)，

カレイfJj(マガレイ，クロガシラガレイ等)，ヒラメ，

カジカtl'i(アイカジカ，ニジカジカ，オニカジカミす)の

!.(，H[if干に一訴した分布，効来総!現LE' キ11関係数 rを

-・・(17)Ads~/(L) 



に分布のピークを持っている。また，…絞1なが1.¥1、礁近{去

に緩やかなピークを持って全般に亘って分布している。

多毛類等小:lli!底生局三物を併とするカレイ類を内円として，

その外周をカレイ類などの魚類を餌とするカジカ類がと

りまき，そのさらに外縁を同じff.~食性で然体の大きなア

ンコウがとりまいている O その全体にわたって，一般魚、

が1.\1、T!j~近{去に緩やかなピークを持って分布する。この分

布構造は， 1.誕生生物を基礎とする食物Jl!Wiの構造と考え

ることができる。線付魚類は，1.(¥礁よあるいはi底近で，

比絞的小さなエゾメバルがオキアミ等小型動物を:Jlli食し，
被告の陰に潜むキツネメバル~~;が主Iì食対象とする鰐生物は

来遊する小tí~一般魚類であると考えれば， 1.(¥礁周辺には

魚礁を中心とする岩lift系(根付系)と，それを取り巻く

平土IliliJ:1氏系の 2つの食物述鎖構造が存在すると考えられ

る。また 2つの食物illiMl構造は相互に関述しあってい

るものと想定できる O

魚種および、1.(¥毛!Tf椛:の効泉純問は， Fig.8からFig.12に

示すとおり，根付魚680m，ヒラメ 350m，カレイ額

1340m，カジカ類3.060mと推定できた。魚礁周辺での魚

類の分布について，事li元25) は f線総率がおくなったj

f魚群反応が多い区域Jなどの表現により ，1.(1， T!j!iからの

距離や流れとの関係などを示している。これによれば，

アイナメ，クロゾイ，ウマヅラハギは1.(1，TijM区.あるいはか、

礁区の端から200m，ヒラメ， ミシマオコゼ，カレイ類

などは400m~800m，イワシ，アジ，サバなどの浮魚類

は魚礁の端からおよそ300mとしており，本稿と比較す

るとjkl兵が1.(¥Tij(~に釆網した部分を考慮しでも効来ffiU剖は

狭い。この距離の迷いは，乎i凶区から1卒、TiHORにおける漁

獲分布を食物述鎖による述統的王子;{Iî としての評利~iが反映

されたか否かによるものと考えられる O

Vol. 47 NO.2 
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総合35・祭とおわりに代えて，1.(1， T!j~研究の今後の展望に

ついて議論する。魚礁研究には， 1.(1， líj~に魚類が附集する

状態や姿区jを探るミクロの視点と1.(¥1ij(~が影響を及ぼす?を

j時{や総関を探るマクロの視点が必要と考えている O

ミクロの視点としての魚礁t~: と魚類分;(Iîについて検討す

る。ff.1， líjg性指数から魚礁性が火きい魚緩には魚食~:が認

められ，ヒラメ・カレ千葉fiの結来から1.¥1，体が大きいほど

i号、被告'11指数が大きいと認められた。このことから，魚礁

.t~:の強弱は附集姿j週で、ある長1[.に対して競争的に形成され

ることが推定できた。また，魚礁周辺の魚類分布が成生

生物を底辺とする食物迷~J'íの反映5) とすると，魚、礁から

の漁業生産の椴力11は，魚礁によるな礎生産fifのfi自力11に基

づく底5往生物の域主11によるものと考えられる。言い換え

れば魚、被告の効染範関内における生物のエネルギー収支レ

急礁研究の展望4. 

3000 1000 1500 2000 

Distance from fish reef unit(m) 

Distributed structure of fishes around the 
fish reef unit. 

2500 500 

0.00 

o 

Fig.13 

分布:lli!(丘型とlJ1告記)が適合した。ん獲に適合する線付

1.(1" ヒラメはイカナコ三イワシ，スケトウ稚魚，イカな

どそ自Ij:とし26) また，岩礁に対する依存が認められる魚

種であるお).36)0 fL~í~ に適合するカレイ類は，多毛獄等:

の底gミ~Iミ物を 26)，カジカ類はカレイ類ネ1やケガニ稔{子26)

など底生動物を餅とし，砂質成への依存が認められる。

総~ff.J，の分布構造について， Fig.13から根付魚類，ヒ

ラメは1.(1，T!j!i J二あるいは直近に，カレイ ~i はff.\謀長から

750m付近に，カジカ類は1.350m付近に分布のピークを

持っている。さらに，アンコウがその外周1.650m付近
* 1 http://www.infoaomori.ne.jp/-minlO/picbook/fishdata/日sh

160.html 



11.1，被告機能の定試化と魚礁1'1: 93 

ベルのt強力11と，これに対応する餌生物およびか、額の個体

サイズの増加lや繁慰抵の椴加として考えることができる。

さらに， 1111);jら37) (主主成分分析の結果により ，1.(1、礁形

状は魚類の途方からのうlミ遊や鰐の供給と採館活動に適切

な場を提供する要素であること，緩み分けにより競合を

避ける機能があることを示している。これらのことから，

1.(1，延長は，採館活動11寺の治大リスクである被食38)を避け

る場として考えられ，主Ii食と被食を均衡させ，魚類の灼

集ii:;としての存従を最大にさせる坊と考えることができ

る。

これらのことから， ミクロの観点で、魚、被告研究に求めら

れるものはf!，l， lil~潟辺での食物illW[の底辺となる底生生物

の増加姿凶と魚礁設訟の関係を明にすることと考えてい

る。この結来からはか、被告を沿岸主主の基礎生産力増強技術

として位殴づけることが可能となる O

マクロの鋭点による f.(~総研究は，資源;止， f.(1，lil(¥]止と照

集i立の関係とその範照を示すこととである o ILJ内ら39)

は11.1，謀長波紋，漁獲指標，資源指標の関係を示すJ][論式を

提案し，規模の異なる1.(1，lilHて、i七絞した漁獲試験の結果を

耳I!論式に当てはめ，1.(1， T!1!~:規模と漁獲の関係を示している O

また， I降ら 10) は魚礁での漁獲litが的条i誌を反映するも

のとして，先に示した1.(1， Ji1(~爪i 辺で、の 1.(1，ま(j分布から生:i4 !t~M:会

のtHと手法を提案している。これらから， ILJ内I!)は規

模の変化に伴う!I!l'l集放を推定できることを示した上，前

述の理論式を改良した開条没， i1iJjjt}jt， f，(l，係長規模の関係

を次式て、示している。

HェNo-No.e-A仁川bV+No・ACs'e-
ACv刈 v・・・・・(18)

但し， H: ~詩集長t， No:約集対象資源liLACv: 1.(1，係長蛸

集による資源減少ネ， ACs: 1.(1， lil~規模 0 2芝m3の 11すの1，(\ li((~ 

効泉純関への昨i集ネで、ある O これを魚礁方税式と名づけ

るo 11.1，首位方程式からは，N，。と， 。空m3J1寺のHにより灼

集対象資源の存在総砲が披定で、きる。これらのことから‘

マクロの観点で魚総研究に求められるものは，No， ACv， 

ACsの :jfíi定精度を上げる 1[.t，延長規模と ~qtf~iltの関係を示す

事例数の増加iである。この紡糸からは，1.(¥ lil~規伎による

蛸集対象範閥とその資源JJf，蛸集i誌の推定が可能となり，

1.(1，礁による資源管理技術が位置づけられる O

f!.1、礁機能の定llf化から，魚種による魚、右能性の遂と魚種

が持つtt絡のlihH系が切らかになり ，1.(1、礁はljiにか、績を総

集させているだけではなく生態環境において重要な役割

を来たしていることを示せた。また，弱lj集設と資源i誌の

数没関係をlifjらかにすることができ，今後，沿岸や排他

的経済水域における基礎生産と水産資源全体の管理の中

で， 1，\~恐(\設置を{立近づけることが可能になると考えてい

る。今後の魚、liiH卒業の進展に郊待したい。
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