
 

 

 

 

 

Ⅱ 対象海域・対象魚種の生活史の把握 

(文献・ヒアリング調査) 
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3.対象海域・対象魚種の選定 

検討対象海域としては、1)水産業が盛んである、2)多くの魚種の生活史がその範囲で概ね完結する、

3)環境計測資料が豊富である、ことから東京湾と播磨灘を選定した。 

検討対象魚種としては、1)検討対象海域で生活史が概ね完結している、2)水産資源として有用である、

3)対象海域における生態研究資料が豊富である、ことから東京湾ではイシガレイ、マコガレイ、播磨灘

ではマダイ、ヒラメを選定した。 

以上の魚種を検討対象とし、次章以降にて卵期から成魚期へ至る生活史を把握するとともに、効率的

な環境形成手法を検討することとした。 
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4.イシガレイ(東京湾) 

4.1イシガレイの生活史  

1)イシガレイ卵期(産卵場) 12～2月 

イシガレイ卵期の分布を図-4.1.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.1.1 イシガレイ卵期の分布 

 

・水温 イシガレイの卵発生の最適水温は5℃であり、10℃までは正常にふ化するが、15℃を越えると

奇形仔魚がほとんどを占め、低温の0℃や高温の25℃では全くふ化しない(室内実験)5)。17.6℃以上で

ふ化率の低下および奇形率の上昇がみられ、発生適温の上限は15.7℃6)。海水温が7℃に降下する頃か

ら産卵が始まる(陸奥湾)5)。 

・塩分 塩分濃度が32.5以下で沈降し、それ以上では浮上する7)。73～100％海水のいずれの塩分濃度で

もふ化が認められるが、低塩分になるに従ってふ化率が低下する。73～87％海水ではふ化率が0％に

近い(室内実験)8)。 

・底質 卵は、分離浮遊卵のため産卵基質を必要としない。 

・輸送 卵は運動能力がないため、季節風などにより作り出される吹送流などの流れにより分散する。

しかし、塩分濃度が32.5以下の海域では、卵が沈降するため表層に発達する吹送流は沖合への分散要

因としては働かない9)。産卵場から着底成育場への移動には、冬季に卓越する西風によるエクマン輸

送と選択的潮汐輸送が関わっている(仙台湾)10)。 

 

※文章中上付き数字は「4.3検討対象文献」の番号に対応。以下同様。 

   産卵場 
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2)イシガレイ仔魚期 1～3月 

イシガレイ仔魚期の分布を図-4.1.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.1.2 イシガレイ仔魚期の分布 

 

・水温 成育に適した水温は8～11℃である。ふ化後14～20日の仔魚の死亡率は、水温17℃以上でほぼ

100％、14℃で37～45％である11)。8℃以下の場合、成長が良くない(室内実験)12)。 

・塩分 平均34.9よりも平均22.2の条件で、成長・生残に優れている13)。31.5～35海水よりも17.5～28

海水の方が斃死個体は少なく、その中でも17.5海水の生存率が最も高い。14以下の濃度では、生存率

が急に低下する8)。ふ化後3日目の仔魚は、33.40～41.75よりも16.70～25.05で、成長・生残に優れて

いる11)。ふ化後から変態盛期までは、8未満では生存率が低下するが、それ以上であれば生存率は100％

に近い14)。 

・食性 仔魚の消化管内容物は、カイアシ類の卵とノープリウス、貝類の幼生などがみられている15)。 

・輸送 受動的に海の流れに従って移動すると考えられる。仔魚後期は海底近くに分布し、夜間の上げ

潮時を中心に上層へ移動し、岸向きの潮流を利用してより浅い海域へ移動する「選択的潮汐輸送」が

確認されている 17)。着底期ではできるだけ浅海域へ、または河川がある場合には塩分濃度の低い河口

域へ移動しようとする内的なプログラムがあると考えられる 18)。 

 

   仔魚輸送経路 
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3)イシガレイ稚魚期 2～5月 

イシガレイ稚魚期の分布を図-4.1.3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.1.3 イシガレイ稚魚期の分布 

 

・水温 水温 25℃以上となる 6月下旬以降は、採集尾数が減少する(東京湾)19)。6月下旬(水温 23.9℃)

に確認されるが、7～8 月(水温 28.7～31.1℃)は確認されない(稲毛浜)。5～25℃(5℃間隔)の水温で

は斃死しないが、25℃では酸素消費量が急増する(室内試験)20)。水温 8℃以下では成長が良くない 12)。 

・塩分 塩分1pptまでの低塩分に適応する14)。塩分1～32では1.6～21.8(尾/10m-2)、塩分31～33では0.4

～4.3(尾/10m-2)と低塩分域で採集尾数が多い(仙台湾)22)。 

・DO DO7mg/l以上の海域では採集されるが、それ以下の海域では採集されない(東京湾)23)。 

・底質 稚魚が確認された海域の中央粒径は、0.11～0.33mm(東京湾)19)23)、0.125～0.5mm(仙台湾)30)で

あった。1.0mm以上の海域では稚魚は確認されなかった(仙台湾)30)。粒径250μm以上の底質が45％以

上含まれた海域ではイシガレイの存在率が上昇する9)。 

・水深 着底した稚魚は水深2m以浅の浅海域に生息し、特に水深0.5m付近が最も濃密である5)。沖合の

水深20m以深では稚魚が出現しない5)。 

・食性 稚魚は多毛類、アミ類、端脚類、十脚類、貝類、介形類など主な餌としている28)。主な餌は二

枚貝や多毛類などの底生生物である29)。イシガレイは表在性生物を摂食するのに適している9)。 

・その他 浅海域に着底した稚魚は体長5～6cm に成長するまで、着底位置の100m以内で生活する28)。

体長6.5cm以上に達したものから沖合の海域に移動する30)。 

   分布範囲 
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4)イシガレイ未成魚・成魚(沿岸生活期) 6～10月 

イシガレイ未成魚・成魚(沿岸生活期)の分布を図-4.1.4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.1.4 イシガレイ未成魚・成魚(沿岸生活期)の分布 

 

・水温 5、10、15、20、25℃の水温で斃死する個体はみられないが、25℃では酸素消費量が急増する(室

内実験)20)。 

・底質 イシガレイはマコガレイよりも底質の粒度の粗い海域で生息密度が高い。表在性生物を摂食す

るのに適した形態である9)。底質選択性は餌となる生物群集が生息する底質環境に規定されている32)。 

・水深 東京湾の当歳魚は、6月頃から体長15cm(1歳魚)になるまで水深10m以浅の浅海域に生息する19)。

3～6月にかけて体長40～50mm以下の個体が水深1m以浅の海域に、7月には体長50～70mmの個体は水深

5m、体長80～100mmの個体は水深10～20mの海域に生息している。体長100mm以上の個体は8月下旬以降

に、水深20m以深の海域で確認された(仙台湾)35)。 

・食性 体長14cm 以下では環虫類、15～21cmでは大型甲殻類、それ以上ではイカナゴなどの魚類を主

に餌料とする(仙台湾)33)。多毛類、二枚貝類、甲殻類、デトライタスや底泥が胃内要物から確認され

ている。魚類はみられない(東京湾)34)。 

・移動 移動は季節的深浅移動のみで広域では移動しない。全長9～21cmの放流個体は、94％が放流地

点から20km以内の海域で採集された(鹿島灘)36)。 

   分布範囲 
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5)イシガレイ未成魚・成魚(沖合生活期) 周年 

イシガレイ未成魚・成魚(沖合生活期)の分布を図-4.1.5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.1.5 イシガレイ未成魚・成魚(沖合生活期)の分布 

 

・水深 沿岸で生活した後、水深 10m以深で生活する。 

 

その他のハビタット利用条件は、沿岸生活期と同様である。 

 

   分布範囲 
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6)イシガレイ生活史まとめ 

イシガレイの生活史を図-4.1.6にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.1.6 イシガレイ生活史ごとの分布まとめ 

 

・卵期(産卵場) 卵発生の最適水温は 5℃である 5)。産卵場は、東京湾奥部の三番瀬から稲毛浜周辺に

かけて分布する。卵は、分離浮遊卵で、季節風などにより作り出される吹送流により分散する。 

・仔魚期 受動的に海の流れに従って移動し、東京湾の広域に分布する。後期は海底近くに分布し、夜

間の上げ潮時を中心に上層へ移動し、岸向きの潮流を利用してより浅い海域へ移動する「選択的潮

汐輸送」が確認されている 17)。 

・稚魚期 着底した稚魚は水深 2m 以浅の浅海域に生息する 5)。体長 6.5cm 以上に達したものから沖合

へ移動する 30)。主な餌料は二枚貝や多毛類などの底生生物である 29)。 

・未成魚・成魚(沿岸生活期) 水深 10m 以浅の浅海域に生息する 19)。底質の粒度の粗い海域で生息密

度が高い 9)。広域では移動しない 36)。多毛類、二枚貝類、甲殻類、デトライタスや底泥が胃内要物

から確認されている(東京湾)34)。 

・未成魚・成魚(沖合生活期) 岸で生活した後、水深 10m以深で生活する。その他のハビタット利用条

件は、沿岸生活期と同様である。 

 

   産卵場 

   稚魚主分布位置 

   未成魚・成魚主分布位置(沿岸生活期) 

   未成魚・成魚主分布位置(沖合生活期) 

   仔魚輸送経路 
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4.2 ヒアリング 

イシガレイについての研究実績が高い有識者にヒアリングを行った。ヒアリング先は以下の通りで

ある。なお、ここでは生息空間が共通するマコガレイについても同時にヒアリングを行った。 

 

【平成 22年度】 

1)試験研究機関: 独立行政法人水産総合研究センター 東北区水産研究所 水産業研究部 南卓

志氏／京都大学フィールド科学教育研究センター 里海生態保全分野 教授 山下 洋 氏 

 

【平成 23年度】 

1)試験研究機関:東京都島しょ農林水産総合センター 振興企画室 小泉 正行氏／千葉県水産

総合研究センター 資源研究室 石井 光廣氏／神奈川県水産技術センター 栽培技術部 

工藤 孝浩氏／国立環境研究所 堀口敏宏氏 

2)漁協:神奈川県横須賀東部漁業協同組合／神奈川県横須賀東部漁業協同組合横須賀支所／大田

漁業協同組合／芝漁業協同組合／東京東部漁業協同組合／内湾底びき網連絡協議会／東京湾

船橋北部底曳組合 

3)遊漁船組合:東京湾遊漁船業協同組合／金沢八景荒川屋／平井丸／伊藤遊船／あみ貞 

 

【平成 24年度】 

1)千葉県水産総合研究センター 資源研究室 石井 光廣氏 
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(1)試験研究機関 

対象者: 独立行政法人水産総合研究センター 東北区水産研究所海区水産業研究部 南 卓志氏 

実施日:平成 22年 10月 4日(月) 

場所／方法: 独立行政法人水産総合研究センター 東北区水産研究所／会議 

内 容: 

・対象魚種の生活史に関する情報源について モデル地域を東京湾にしていることから、生活史に関

わる情報は可能な限り東京湾で行われた調査・研究事例を参考にすべきである。海域によって同じ

種類のカ レイでも生息条件が異なることがある。特に適性水温については、海域によって 異なる

こともある。 

 

・水温の影響について イシガレイの卵が正常にふ化する温度はマコガレイよりも低い温度である。

既存 文献ではふ化に最適な温度が 5℃となっているが、実際にはもう少し適性温度の範 囲が広い

と考えられる。ただし、カレイ類の産卵期は海域によって異なることがあるので、各海域に相応 

しい適性温度を把握する必要がある。 

 

・浮遊卵･浮遊仔魚に及ぼす海流の影響について 初期生活期の浮遊仔魚期については、海流によって

受動的に仔魚が流されるため、仔魚が成育場に着底する量が海流の影響によって異なる。そのため

生息場を 評価する際には海流を考慮する必要がある。仙台湾の事例では冬季のエクマン流 の影響

を受けて卵と仔魚が浮遊しているとの報告があるので、東京湾でもそのよ うな事象が起きているか

調べた方が良い。カレイ類の浮遊生活は 1～2 ヶ月間程度 であることを考慮して検討すると良い。

着底直後には数日間程度の期間に、より 塩分濃度の低い場所に潮汐を利用して選択的に移動する

「選択的潮汐輸送」を行 うことも考慮すべきである。 

 

・塩分濃度について カレイ類にとって塩分濃度は生息環境を評価する上で重要な要因である。その

ため東京湾内の塩分濃度が場所によってほとんど違いがなくても、モデルを用いて生息環境を評価

する際には塩分濃度を含めるべきである。 

 

・底質粒径について イシガレイとマコガレイでは、底質粒径の大きさの好みが異なる。イシガレイ

はマコガレイよりも粗い粒径の底質を好む。底曳き網漁業においても底質が細かい 場所ではマコガ

レイの漁獲量の方が多いことが知られている。これらの粒径の選択性は、口の形状の違いが影響し

ている。イシガレイは表在性 生物、マコガレイは埋在性生物を補食するのに適した口の形をしてい

る。それが 底質の選択性に影響していると考えられている。しかしながら、これらの粒径サイズの

適性値を正確に数値化することは容易では ないので、現地調査を実施して適性値の情報を集めるな

どの対応を検討した方が 良い。 

 

・既存文献について 福島県水産試験場では過去からイシガレイの研究を多数実施している。また最

近になり再びイシガレイの研究をはじめたと聞いている。既存文献や調査事例など を収集する際に

は福島県水産試験場に問い合わせると良い。また、愛知県、三重 県、香川県、岡山県でも同じよう

な研究を過去に行っていたので、それらの関係 機関にも問い合わせると良い。昭和 40 年頃に栽培

漁業のための事前調査を実施し ていた事例が特に役に立つと思う。東京湾でも論文や事業報告とし
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て公表しているもの以外にコンサルタント会社 が実施した調査報告書が多数存在しているので、民

間の関係機関が所有する報告 書などについても調べれば参考となる情報が収集できると思う。独立

行政法人水産総合研究センター東北区水産研究所の上原主任研究員もかつ て東京湾のイシガレイ

の研究を行っていた。生活史に関する情報以外にも参考と なる情報が得られると思うので、上原研

究員にもヒアリングを行うと良い。 

   

 

対象者: 京都大学フィールド科学教育研究センター 里海生態保全分野 教授 山下 洋 氏 

実施日:平成 22年 10月 12日(火) 

場所／方法: 京都大学フィールド科学教育研究センター 舞鶴水産実験所／会議 

内 容: 

・イシガレイの塩分適性・塩分耐性、ならびに河口域干潟の重要性について イシガレイは塩分濃度

の高い場所と低い場所があれば、より低い場所を好んで生息する特徴がある。そのため塩分濃度の

適性がどれくらいの値であるかと決めつ けることは難しい。塩分濃度が低い場所はイシガレイを捕

食するエビジャコのサ イズが小さいが、塩分濃度が高い場所ではサイズが大きいだけでなく、種類

も 4～5 種類生息している。また、イシガレイは塩分濃度が低い場所の方が成長速度が速い。 イシ

ガレイの体内に含まれるストレスの指標であるストロンチウムを調べた結果、塩分濃度が高い場所

と低い場所でほとんど差がないことが判明した。通常、 海水に生息する魚類では塩分濃度が低いと

ストレスを感じるが、イシガレイの場 合は塩分濃度が変化してもストレスをほとんど感じていない

ことが分かった。これらのことから、イシガレイの成長速度は生息に適した塩分濃度である際に摂 

餌量が増える、つまりはイシガレイにとって心地よい低塩分環境にいると、食欲が増し成長速度が

高まるのではないかと考えている。他の海水魚とは異なり、イ シガレイは塩分濃度が短期間に変化

するような状態の方が成長が優れている。あ る程度の塩分濃度の変化（日周変動）がある状態は、

適度なストレスになってい ると考えている。現場海域では、イシガレイよりも塩分濃度の高い水域

を好むマコガレイは潮汐と ともに移動する様子を観察することができる。一方、イシガレイはほと

んど移動 することなく狭い範囲に留まって生息していることが多い。塩分濃度が低い河口 域でマ

コガレイが採集されることがあるが、塩分濃度が高くなる満潮時のみ生息 し、塩分濃度が低くなる

干潮時は移動して生息していないことも想定される。そ のため、イシガレイとマコガレイの塩分適

性や塩分耐性の詳細を調査する際は、 満潮時と干潮時の両方で稚魚を採集することが重要である。 

 

・調査手法について イシガレイの生息環境の履歴を調べるため、仙台湾においてイシガレイの耳石

に含まれるカルシウムとストロンチウムの比率を分析した。この比率を調べること により、稚魚期

に外海域で過ごした個体か、河口域で過ごした個体かどうかを知ることができる。この方法を用い

て調査した結果、仙台湾では漁獲されるイシガレイの大半が河口域で成育した個体であることが判

明した。ただし、この調査方 法は、採集した耳石の表面をきれいに磨いた後に分析することになる。

そのため 分析には多少費用がかかる。 

 

・生息環境の評価について 稚魚期の生息環境の評価を行う場合は、個体数や個体数密度だけで評価

するだけでなく、体重の増加量から成長速度を求めて評価することが重要である。 つまり、稚魚が

時間とともにどれだけバイオマス量が増加しているかを把握することが生息場を評価する上で理想
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である。ただし、バイオマス量の増加を調べる となると実際に行う調査は大変になると思う。まず

は、調査手法を含めて海外事 例を参考にしながら検討すると良い。 

 

・底質粒径について イシガレイとマコガレイでは、底質粒径の大きさの好みが異なる。イシガレイ

はマコガレイよりも粗い粒径の底質を好むことが知られているので、現地調査で底 質の適性値を調

べた方が良い。ただし、調査を実施する場合には、底質粒径の粗 い場所と細かい場所があり、その

他の要因が影響しないような海域を選定する必 要がある。仙台湾に繋がる万石浦などが調査地に適

しているが、実際に調査する には調査手法、調査地点の選定などを含めて様々な課題を解決する必

要があると 思う。 

 

・冬季の水温上昇の影響について 東京湾では長期的に冬季の水温が上昇しているということだが、

それがイシガレイ主体からマコガレイ主体というような魚類相の変化を起こしたかどうかはよく 

分からない。ただ、そのような変化を起こす可能性はあると思うので、今後さら に注視した方が良

い。  

 

対象者:東京都島しょ農林水産総合センター 振興企画室 小泉 正行 主事 

実施日:平成 23年 7月 22日(木) 10:30～12:00 

場所／方法:東京都島しょ農林水産総合センター 2Fロビー／会議 

内 容: 

(1)マコガレイの産卵場および漁獲データ以外の成魚・卵稚仔の分布・量について 

1)産卵場について 

産卵場としての知見はない。 

2)漁獲データ以外の成魚・卵稚仔の分布・量について 

イシガレイの稚魚は、お台場や、横浜の人工干潟(潮彩の渚:横浜港湾空港技術調査事務所)でもみ

られる。 

その他東京湾でも底びきの調査を行った資料(東京都内湾生息環境調査報告)をお借りした。 

(2)HSIについて 

環境データについては、東京都環境局の水環境の東京湾一斉調査の結果がある。  

東京都島しょ農林水産総合センターでは、持っていない。 

(3)その他関連資料の提供について 

協力していただけることとなった。       

 

対象者:千葉県水産総合研究センター 資源研究室 石井 光廣 首席研究員 

実施日:平成 23年 7月 21日(木) 13:30～16:30 

場所／方法:千葉県水産総合研究センター 2F会議室／会議 

内 容: 

(1)マコガレイの産卵場と漁獲データ以外の成魚・卵稚仔について 

1)産卵場の情報について 

・産卵時期は、12月20日ではまだ産卵していないこと、1月5日には産卵が終わっていることを確認し

ており、この期間内に産卵していることが予想される。この産卵時期は、過去の調査においてもあ
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まり変化していないことを確認している。 

・マコガレイの成魚の冬季の移動は、富津岬から北へ向かう集団と、南へ向かう集団がある。北へ向

かう集団の産卵時期は前述の12月20日～1月5日で、産卵場は幕張浜周辺海域であると予想してい

る。産卵場は水深7mから、落ち込んでいる斜面などが考えられる。おそらく、泥が堆積しにくい所

などと考えられる。富津岬から南下し産卵する集団の産卵時期は、2月後半以降(2月後半でも抱卵

していた)と考えられる。産卵場はおそらく、天羽、竹岡、萩生 辺りではないかと考えている。 

・函館湾では、流れなどにより着底に適した場所に流れ着くような場所で産卵する。函館湾では湾央

で産卵している。 

・三番瀬では、スズカモの胃の中で卵を確認した報告も聞いたこともあるとのこと。 

2)漁獲データ以外の成魚・卵稚仔の分布・量について 

・過去2年の稚魚の捕獲尾数が少ないので、漁獲サイズが1年から2年であることを考えると、本年度

の成魚の数は少ないことが予想され、成魚の調査は難しいかもしれない。   

・貧酸素水塊とマコガレイ稚魚との関係は、貧酸素水塊が生息域を脅かす前に、東京湾を南下する。 

3)関連資料について 

 下記の関連資料をご提供いただいた。 

・東京湾におけるマコガレイの分布・移動，千葉県水産試験場研究報告，1992年． 

・東京湾の水質と貧酸素水塊の変動，沿岸海洋研究，第48巻，第1号，37-44，2010年.   

・東京湾の貧酸素水塊分布と底びき網漁船によるスズキ漁獲位置の関係，千葉水研報， 

 No.4，7-15，2006年． 

(2)HSIについて  

・昨年度の HSIは、これまでの知見から得られたマコガレイの分布・移動の傾向をおおむね表わして

いる。全体的な傾向の評価に利用するのはよいと考えられる。今後微環境について検証して行く必

要があると考えている。たとえば、産卵場の斜面勾配や底質、位置などの情報を加えるなど。  

・その他の東京湾の物理・化学的情報については、H20年度から、東京湾再生推進会議で一斉調査を

行っている。その他、海域環境創造事業(シーブルー事業)でもデータあり。 

(3)調査の実施にあたり  

・産卵場の調査方法、項目等を他地点と統一して行うことが重要であるとの指摘を受ける。 

・千葉港側の産卵場の調査では、調査位置・時期等の特定は石井氏にお願いした。 

・石井氏は、産卵場の条件等を確認するために潜水を行う必要がある。ボンベ等は千葉県水産総合研

究センターで用意できる(潜水時は、石井氏の他 1名必要)とのこと。調査の申請等についても、ご

協力いただけることを確認した。  

・管理の厳しい海域であるとともに、調査対象期間が産卵から孵化までの期間(7～9日)と短いため、

準備を早め早めに行い、時期を逃さないようにする。  

(4)その他  

・千葉県では、毎年 40万尾の種苗放流を行っている。  

・作業許可申請等は、千葉港、木更津港、千葉県特別採捕許可(卵採取は申請要らない。プランクト

ンネット使用時は申請必要)等。  
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対象者:神奈川県水産技術センター 栽培技術部 工藤 孝治 主任研究員 

実施日:平成 23年 7月 19日(火) 14:00～16:00 

場所／方法:神奈川県水産技術センター 栽培技術部 打合せテーブル／会議 

内 容: 

(1)マコガレイの産卵場と漁獲データ以外の成魚・卵稚仔について 

1)産卵場の情報について 

・遊魚船でマコガレイ専門に行っている船長を紹介される。 

 神奈川県:マルハチ(平和島)、荒川屋、新明丸(しんみょうまる;鶴見川河口や京浜運河で)。 

 東京都:旧江戸川放水路周辺で、伊藤(いとう)丸と他一軒。 

・神奈川県の横須賀漁協では、マコガレイの抱卵親魚を対象に漁業を行っている漁業者がいる(漁業

者を知っているので紹介できる。ヒアリングに行く際は声をかけて頂ければ、同行可能とのこと)。  

・東京都では、毎年マコガレイ釣り大会が開催されており、東京湾の湾奥部で2月ごろ行われる。関

係者に問い合わせれば産卵場等わかるのでは。 

・これまでの調査・経験から航路や澪筋などに産卵場が考えられる。 

神奈川県では、走水、京浜運河の出入り口でマコガレイの遊魚を行っている業者があるのでその周

辺に産卵場があると考えられる。産卵時期は、11月～1月。  

2)漁獲データ以外の成魚・卵稚仔の分布・量について 

・国立環境研究所 堀口敏宏(ほりぐちとしひろ)氏は、底引き資源の調査を10年以上継続している。

調査地点は二十数地点。漁獲データ以外の東京湾でのカレイ類の資源の増減が分かる資料を持って

いるとのこと。  

・東京湾はもともと底質が砂質でイシガレイの生息場(江戸時代はカレイといえばイシガレイ)であっ

た。しかし、イシガレイの着底場である砂質の極浅海域である干潟の埋め立て等に伴い、着底場の

減少、底質の泥質化によってイシガレイ生息環境が悪化し、その資源量が減少したと考えられる。 

・マコガレイは、高水準で漁獲されたときと現在では、水質などの物理化学的環境は、ほとんど変わ

らない。考えられるのは、浚渫など海底を人間が盛んに海底をいじっていた時期(1980年ごろ)と漁

獲量のピークが一致していることから、底質の泥質化やその他のマコガレイ(泥質を好む)の生息場

としての条件が揃うことで、マコガレイの資源が増えてきたと考えられる。 

 

(2)調査の実施にあたり  

イシガレイは、その漁業資源的な価値が低いこと、すでに資源量が低下しすぎていること、ボトル

ネックが明確でないことなどから、対策の打ちようがない。 

 一方マコガレイは、漁業資源的な価値が高いこと、ボトルネック(産卵場の不足など)が明らかにな

りつつあることから、資源量を増やすことが可能と考えられ、対策の打ちようがある。 

 以上のことから、最終的に漁場造成するための手法を検討する際には、今回の調査では、魚種をイ

シガレイとマコガレイの2種からマコガレイ1種に絞って、集中的に調査・検討を行うことを考えても

よいのではないかとの意見が出た。 
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対象者:独立行政法人 国立環境研究所 環境リスク研究センター  

生態系影響評価研究室 堀口 敏宏 室長 

実施日:平成 23年 11月 29日(火) 10:30～12:00 

場所／方法:独立行政法人 国立環境研究所 環境リスク研究センター 生態系影響評価研究室 打

合せテーブル／会議 

内 容: 

(1)東京湾の底生生物について 

・東京湾での調査は、定点 20ヶ所で、1977～1995年:東京大学農学部水産学第一講座、2003～2010

年:国立環境研究所で行った結果がある。それによると東京湾の底棲魚介類に 2度大きな変化があ

った。1980年代末の魚介類の激減と 2000年代の大型魚介類(サメ・エイ類、スズキ)・特定の種の

増加。現在の東京湾は、底棲魚介類の構成種が単純化しつつある。 

・貧酸素水塊(DO2ml/L未満)が 6～10月(時には 5～11月末)に発生する。貧酸素水塊が滞留する水域

では、生物は生息できず、夏季に北部では無生物になる。これは、貧酸素水塊による死滅と貧酸素

水塊からの忌避によって生じていると推察される。10月以降では、その年生まれの幼稚仔の着底と

南部へ忌避していた個体の移動によると考えられる。 

さらに、底棲生物であるシャコについてみると繁殖の阻害など、底棲魚介類の生存と繁殖を妨げて

いる可能性が浮上している。 

・マコガレイについては、当才魚(0.5歳)の貧酸素耐性について調べ、24hで半数が致死する濃度が 1.

5mg/L、1hでは 1.1mg/Lであった。 

 さらに、冬季に水温が高いと仔魚の生存率が低下し、貧酸素水塊が稚魚の個体数密度および分布を

制限することが示唆されている。 

・下記の関連資料をご提供いただいた。 

 Keita Kodama,Masaaki Oyama,Jeong-hoon Lee,Gen Kume,Atsuko Yamaguchi,Yasuyuki Shibata,Hi
roaki Shiraishi,Masatoshi Morita,Makoto Shimizu,Toshihiro Horiguchi;Drastic and synchr
onous changes in megabenthic community structure concurrent with environmental variati
ons in a eutrpphic coastal bay ,Progress in Oceanography,87,2010,p.p.157-167. 

  Keita Kodama,Masaaki Oyama,Gen Kume,Shigeko Serizawa, Hiroaki Shiraishi,Yasuyuki Shibat
a,Makoto Shimizu,Toshihiro Horiguchi;Impaired megabenthic community structure caused b
y summer hypoxia in a eutrophic coastal bay,Ecotoxicology,DOI 10,1007/s10646-009-0438-
7. 

 Keita Kodama,Toshihiro Horiguchi;Effects of hypoxia on benthic organisms in Tokyo Bay,Ja
pan:A Review,Marine Pollution Bulletin,63(2011),215-220. 

Jeong-Hoon Lee,Keita Kodama,Masaaki Oyama,Gen Kume,Yuji Tkao,Hiroaki Shiraishi,Toshihiro
 Horiguchi;Changes in growth of marbled sole Pseudopleuronectes yokohamae between high
 and low stock-size periods in Tokyo Bay,Japan,Fish Sci75(2009),p.p.929-935.  

Jeong-Hoon Lee,Keita Kodama,Gen Kume,Masaaki Oyama,Satoshi Katayama,Yuji Tkao,Toshihiro 
Horiguchi;Comporision between surface-reading and cross-section methods using sagittal
 otolith for age determination of the marbled sole Pseudopleuronectes yokohamae,Fish S
ci75(2009),p.p.379-385. 

 

 

対象者:千葉県水産総合研究センター 資源研究室 石井 光廣 首席研究員 

実施日:平成 24年 4月 24日(火) 13:30～15:30 

場所／方法:千葉県水産総合研究センター 2F会議室／会議 

内 容: 
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(1)マコガレイ稚魚と放流について 

・千葉県ではマコガレイ稚魚を年間60万尾放流しているが、予測していたほどの成果があげられてい

ないので、どこの産卵場が、資源増に有利であるか調べているところである。数値解析によると、

産卵場が船橋ならば東京湾に残るが、盤洲及び富津なら湾外に出てしまう。 

・今年度はマコガレイの稚魚が例年に比べて多い。 

・マコガレイは産卵場として砂場を好むが、東京湾では泥場でも産卵している。これは、水深、水温

が適しているためと考えられる。しかし、泥場では孵化率は低いだろう。そのため、水温等が適し

ている場を砂場にするような環境形成を行って資源の底上げを図りたい。 

(2)底質分布について 

・東京湾底質マップは国総研古川氏がまとめているが、魚探の反射強度をベースにしているため貝殻

の有無まではわからないだろう。  

  

 

(2)漁協および遊漁船組合 

 対象者:漁協および遊漁船組合 

実施日:平成 23年 10月 28日～11月 14日 

場所／方法:各団体事務所 打合せテーブル／会議 

内 容: 

(1)マコガレイの産卵場と漁獲データ以外の成魚・卵稚仔について 

1)マコガレイの産卵場の情報について 

・千葉港葛南区内の茜浜地先で刺網および底引き網により抱卵親魚を漁獲している。漁期は、12月中

旬から2月中旬くらいまで、年により変わる。 

・東京港では、城南島地先で刺網により抱卵親魚および産卵後のマコガレイを漁獲している。羽田空

港の周辺でもかつては抱卵親魚の漁獲があったが、現在は、ほとんど漁獲されない。漁期は、12月

末から1月中旬まで。年により変わる。 

・東京湾北部では、12月～1月に産卵していると考えられる。 

・金沢八景以南では、北側からマコガレイの産卵親魚が南下し、走水周辺もしくは走水以南の沿岸で

抱卵親魚の刺網漁で漁獲される。 

・横須賀東部漁協の管内では、3月くらいまで(常盤の方でマコガレイが漁獲され始める頃)漁獲され

る (後日談では、本年度は、これまで異なり、漁獲量がかなり少なく、2月上旬にはマコガレイ漁

をやめてしまった)。 

・漁港内や河川でも抱卵親魚がみられた時がある。 

・現在から20年程度前は、マコガレイの漁獲量が多く、いたるところで漁獲された。 

 

2)イシガレイについて 

・千葉港葛南区の抱卵親魚の漁獲位置でマコガレイの後にイシガレイが漁獲される。ただし、その漁

獲量はかなり少ない。 

・漁業者、遊漁船業者いずれの方に聞いても、ほとんど漁獲されないためイシガレイに関する情報が

ほとんど得られなかった。 
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4.3検討対象文献  

イシガレイの生活史を把握するため、以下の既存文献を収集・整理した。 

 

1) 中坊徹次(2000)日本産魚類検索全種の同定(第二版).東海大学出版会 
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5.マコガレイ(東京湾) 

5.1マコガレイの生活史 

1)マコガレイ卵期(産卵場) 12～2月 

マコガレイ卵期の分布を図-5.1.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1.1 マコガレイ卵期の分布 

 

 

 

・産卵時期 大阪湾(12～1 月)、瀬戸内海の周防灘(12 月下旬～1 月下旬)、東京湾(12～2 月)、陸奥湾

(12～2月)、東京湾北部(12月下旬～1月上旬)である 5)。 

・水温 5.7～10.7℃でふ化率 88.4～97.4％、14.5～16.4℃でふ化率 68.3～72.1％であり、9℃前後が

最適である。18.7℃と 3.7℃ではふ化率が 0.4％と 0.3％であり、上限と下限である考えられる(室内

実験)6)。 

・塩分 適性範囲は 20.90～40.11であり、14.34になると奇形率が増加する 6)。 

・底質 卵は沈性粘着卵である 5)。播磨灘の産卵場の中央粒径は 0.5～2.8mm であり、0.5～1.9mm のと

ころで卵密度が高い。シルト・泥 70％以上のところでは卵は確認されていない。中央粒径 2mm の底

質から卵が確認されている(仙台湾)9)。中央粒径 0.125mm 未満ではほとんどふ化しないが、0.125mm

以上ではふ化率 60～80％になる(室内実験)8)。平成 23 年度に行った産卵場調査では、産卵場の中央

粒径は 0.0307～0.6013mm であった。卵は砂ではなく貝殻に付着していたものもみられた。貝殻の被

度が 70%以上の場所の卵数は、1,433～181,600個/m2であった(東京湾)。 

・水深 水深 3.9～39m で卵が確認され、卵密度が高い水深は 9～14m であった。水深 9.0m 以浅では大

量の卵は出現しなかった(播磨灘)3)。水深 47m の海底で産卵場が確認された(仙台湾)7)。平成 23年度

   産卵場 
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に行った産卵場調査では、水深 5m～7.9mで卵が確認された(東京湾)。 

 

※文章中上付き数字は「5.3検討対象文献」の番号に対応。以下同様。 
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2)マコガレイ仔魚期 1～3月 

マコガレイ仔魚期の分布を図-5.1.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1.2 マコガレイ仔魚期の分布 

 

・水温 6～14℃の範囲で仔魚の生残率に有意差はない。また、9～12℃では歩留まりが良好であるが、

15℃前後の高温では歩留まりが悪い。低温の 6℃ならびに高温の 22℃の条件では卵黄吸収以前に死滅

する。30℃以上になると 1時間後に死亡する。24℃を越えると斃死数が増加し、摂餌状態が悪くなる

(室内実験)10)。 

・塩分 8以上であれば死滅することは少ないが、2以下ではほとんどが死滅する 11)。 

・食性 マコガレイ仔魚は、卵黄のまだ残る段階から珪藻などの植物プランクトン、カイアシ類ノープ

リウス、貝類幼生を餌としている。発育が進むにつれてカイアシ類成体なども摂食する。着底前後で

は夜光虫、貝類幼生、カイアシ類ノープリウス、カイアシ類成体等の浮遊性の餌生物と線虫類等の底

生性の餌生物を餌としている 12)。 

・輸送 浮遊期初期の仔魚は、ほとんど受動的に海の流れに従って移動する。仔魚後期は、通常は海底

近くに分布し、夜間の上げ潮時を中心に上層へ移動し岸向きの潮流を利用してより浅い海域へ移動す

る「選択的潮汐輸送」がみられる 13)。 

 

   仔魚輸送経路 
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3)マコガレイ稚魚期 2～5月 

マコガレイ稚魚期の分布を図-5.1.3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1.3 マコガレイ稚魚期の分布 

 

 

 

 

・水温 平均全長 63mm の稚魚を 16 日間飼育した場合、28℃では 8 日目から斃死がみられ、10 日目に

は生残率が 50％、16日目には全数が死亡し、27℃では 16日目まで多くは生存する。24～28℃の範囲

から忌避行動がみられる。25℃以上では日間摂餌率が急減する 14)。 

・塩分 5が限界塩分であり、河口域の低塩分では出現することは希である 15)。0.002 になるとマコガ

レイが漁場から避難する(東京湾)17)。 

・底質 平均全長 35mm の稚魚は 0.125～0.5mm の粒径の底質を好む(室内実験)19)。粒径 250μm 以上の

底質が 45％以下の場合、イシガレイよりもマコガレイが優占する 20)。 

・水深 春季に水深 10m 以浅に高密度に分布し、初夏になると水深 20m 以深帯まで生息域を広げる(東

京湾)21)。沿岸の浅海域で過ごした幼稚魚は全長が 60～70mmになると順次沖合域へと分布を広げる 9)。 

・食性 着底後のマコガレイ稚魚の主な餌料生物は、カイアシ類から小型甲殻類、そして多毛類へと成

長に伴い変化する。全長約 80mm以後は多毛類主体の食性となる 19)。 

・藻場 同じ水深帯にある点在型藻場と単純砂質域では、全長 60～70mm 以上のマコガレイ稚魚の出現

率は点在型藻場の方が高いが、それより小さな個体は点在型藻場にほとんど出現しない。これは被食

のリスクにより異なる 19)。 

※ 東京都・神奈川県沿岸では知見が不足しているため、正確な分布は不明であるが、千
葉県側と同様に広範囲に分布していると考えられる。 

 

   分布範囲 
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4)マコガレイ未成魚・成魚期 周年 

マコガレイ未成魚・成魚の分布を図-5.1.4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1.4 マコガレイ未成魚・成魚の分布 

 

・水温 24～25℃で 10日間馴致飼育したマコガレイ成魚は、27～29℃で 1日飼育しても死亡しないが、

30℃台になると短時間で死亡する。25℃以上では摂餌率が急減する。低水温では 4.8～6.0℃までは

摂餌が減少しないが、1.6～1.9℃では摂餌が停止する。また、-0.5℃までの氷点下水温でも 3週間は

死亡する個体はみられない 14)。 

・DO 22.2～24.3℃の暗条件での飼育では DO が 3～4 mg/L 以下に減少すると、呼吸頻度が増加する。

2.3mg/Lまでは全個体が生存したが、1.9 mg/Lでは 50％、1.4 mg/Lでは全個体が死亡する 16)。DOが

2mg/L 程度に低下すると漁場から逃避する(東京湾)17)。高温下では複合的な影響として貧酸素耐性が

低下する。夏季には、貧酸素水塊が発生した海域でマコガレイがみられなくなり、貧酸素水塊が発生

しない東京湾南部に移動する 26)。底層で貧酸素水塊が発生した際、全長 30cm の個体は表層に高い酸

素濃度の部分があれば表層を泳いで逃避し、この時の退避速度は、通常時の移動速度 100～320m/hに

対して 660～980 m/hになる 16)。底層水が高水温あるいは低溶存酸素の時の翌年のマコガレイ資源が

減少し、低水温あるいは高溶存酸素のときには増加する(大阪湾)23)。 

・底質 シルトおよび微細砂の底質域で生息密度が高く、粗砂、極粗砂および礫の海域では生息密度が

低い 24)。また、埋在性生物に分類されるマコガレイは埋在性生物を摂食するのに適した形態である。

このことは餌とする埋在性生物の生息密度と底質粒度との関係を反映している 25)。 

・食性 未成魚～成魚の食性は多毛類が主体である。海域によっては甲殻類や二枚貝類の割合が多くな

るが、これは海域の底生生物群集の違いが影響している 19)。

   主分布位置 
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5)マコガレイ生活史まとめ 

イシガレイの生活史を図-5.1.5にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1.5 マコガレイ生活史ごとの分布まとめ 

 
※ 稚魚主分布位置は、東京都・神奈川県沿岸では知見が不足しているため、正確な分布は不明であ

るが、千葉県側と同様に広範囲に分布していると考えられる。 
 

・卵期(産卵場) 産卵時期は、東京湾全域では 12～2 月、東京湾北部では 12 月下旬～1 月上旬である

5)。沈性粘着卵であるためシルトや泥質の海底では産卵できない 5)。平成 23 年度に行った産卵場調

査では、中央粒径は 0.0307～0.6013mm、水深 5m～7.9mの場所が産卵場となっている。 

・仔魚期 受動的に海の流れに従って移動し、東京湾の広域に分布する。仔魚後期に、通常は海底近く

に分布し、夜間の上げ潮時を中心に上層へ移動し岸向きの潮流を利用してより浅い海域へ移動する

「選択的潮汐輸送」がみられる 13)。餌料生物は、珪藻などの植物プランクトン、カイアシ類ノープ

リウス、貝類幼生である。 

・稚魚期 分布は、東京湾のほぼ全域に及ぶと考えられる。春季に水深 10m以浅に高密度に分布し、初

夏になると水深 20m 以深帯まで生息域を広げる 21)。沿岸の浅海域で過ごした幼稚魚は全長が 60～

70mm になると順次沖合域へと移動する 9)。砂質を好む 19)。餌料生物は、カイアシ類から小型甲殻類

であり、成長に伴い多毛類へと変化する 19)。 

   産卵場 

   稚魚主分布位置※ 

未成魚・成魚主分布位置 

仔魚輸送経路 
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・未成魚・成魚 分布は、東京湾のほぼ全域に及ぶと考えられる。シルトおよび微細砂の底質域で生息

密度が高い 24)。食性は多毛類が主体である。夏季に貧酸素水塊が発生すると、貧酸素水塊が発生し

ない東京湾南部に移動する 26)。 
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5.2 ヒアリング 

マコガレイについての研究実績が高い有識者にヒアリングを行った。なお、ここでは生息空間が共

通するイシガレイについても同時にヒアリングを行っており、結果は 1.2にて示したとおりである。 
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6.マダイ(播磨灘) 

6.1 マダイの生活史  

1)マダイ卵期(産卵場) 4～6月 

マダイ卵期の分布を図-6.1.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.1.1 マダイ卵期の分布 

 

・水温 産卵開始要因は水温で、14～15℃で産卵が始まり、21～23℃になると終了する 4)。平成 24年 5

月、6 月に行ったマダイ仔魚の採取調査の結果から、マダイ仔魚は家島周辺における底層の水温が

14℃未満であった場合には採取されなかったが、15℃以上になると採集されたことから、産卵開始要

因として水温が関係しているとみられる。 

・塩分 塩分に対してかなり広塩性の性質を示す 5)。 

・水深 抱卵親魚の遊泳水深は、水温鉛直分布が 12～19℃の範囲内に制限される 6)。産卵期のマダイは

水深約 40mで遊泳水深が変化し、深い水域では海面沿いに行動するが，浅い水域では海底沿いに行動

する 6)。 

・流況 産卵は、岩礁帯、離島周辺、海峡部等の流れが速い海域で行われる。産卵海域は、備讃瀬戸東

部海域で最も多く 1)、淡路島周囲と小豆島周囲でも多く分布し 2)、沖の瀬でも産卵していると思われ

る 3)。また、渦流域の存在が重要であり、そこは遊泳力が弱い時期でも留まることができ、栄養塩も

溜まりやすく好適な餌料環境である 1)。香川・岡山県の周辺海域には吉井川、旭川等の大河川からの

河川水が流入し、エスチュアリー循環流が起こることで表層水が東西で分断されるため、マダイ浮遊

卵は海峡の東西で交流はないと考えられている 1)。卵は、水深 0～1ｍで潮目にも集まっている 1)。 

主産卵場 

抱卵親魚回遊経路 
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・その他 産卵時期は、4月～6月頃である。産卵期間中には群れをなして産卵場に集合し毎日産卵(多

回産卵)する 4)。産卵時刻は夕方から前夜半にかけて行われ孵化までに要する期間は 2～3日程度であ

る 7)。 

 

※文章中上付き数字は「6.3検討対象文献」の番号に対応。以下同様。 
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2)マダイ仔魚期 4～7月 

マダイ仔魚期の分布を図-6.1.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.1.2 マダイ仔魚期の分布 

 

＜前期仔魚期＞(栄養源は卵黄) 

・塩分 塩分に対してかなり広塩性の性質を示す 5)。 

・水深 浮遊する水深は 0～1ｍである 1)。 

・流況 香川・岡山県の周辺海域には吉井川、旭川等の大河川からの河川水が流入し、エスチュアリー

循環流が起こることで表層水が東西で分断されるため、前期仔魚は海峡の東西で交流はないと考えら

れている 1)。 

・その他 卵黄は、孵化後 2日でほとんど消費される 4)。前期仔魚は、卵黄を栄養源とするため飢餓に

よる減耗はないが、運動能力に乏しく受動的な浮遊生活を送るため、被食による激しい減耗が発生す

ると考えられる 4)。家島周辺でも浮遊する仔魚が分布している。 

  

＜後期仔魚期＞(摂餌開始以後) 

・水深 昼は沈み、夜は摂餌のために浮上していると考えられる 1)。 

・その他 摂餌行動に必要最小限の基本的な構造が形成され、外部栄養に移行する。飢餓による激しい

減耗が発生する時期と考えられる 4)。 

主産卵場 

卵・仔魚輸送経路 
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3)マダイ稚魚・幼魚期 5～8月 

マダイ稚魚・幼魚期の分布を図-6.1.3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.1.3 マダイ稚魚・幼魚期の分布 

 

・水深 水深 5～10m 前後の水深帯を主要な生息場としており 8)、生活様式は底生生活となり、餌生物

や生活空間をめぐる種内競争が激しくなる 4)。 

・底質、藻場 砂質で流れがあり、隠れ場、餌場としての藻場が付近にある場所を好む。1)。特にアマ

モ場を好み、主要な成育場 9)や捕食者からの隠れ場 10)とする。仔稚魚が接岸する重要な環境要素は、

餌生物の分布である。11) 12) 13)14)。また、ガラモ場の多い海域でマダイ稚魚が採集されている 15)。 

・食性 紀淡海峡周辺での胃内容物調査では、着底初期の 6月にはカイアシ類が大部分を占め、7月に

は動物プランクトン(尾虫類やエビ類のゾエア幼生等)を主餌料とする 4)。幼魚期以降の産卵期・越冬

期を除く時期の分布は、マクロベントス(主にエビ類)の量が最重要の要因である 1)。仔稚魚の生き残

りにとって、最も重要な外的要因は摂餌に恵まれることと被食を回避することである 16) 17)。 

・その他 瀬戸内海東部海域での幼稚魚多棲域の分布密度は、備讃瀬戸の海域 ＞ 明石海峡、鳴門海峡、

友ヶ島水道 ＞ 紀伊水道、家島周辺海域 ＞ 大阪湾南東部海域の順に少なくなる 1)。 

 

主分布位置 
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4)マダイ成魚期 周年 

マダイ成魚期の分布を図-6.1.4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.1.4 マダイ成魚期の分布 

 

・食性 マダイの餌料生物は甲殻類が中心だが、食性の幅は広く 1)、その場の環境中に最も多く存在す

る餌生物を選り好みせず摂食する柔軟性がある 7)。 

・その他 俊敏で移動力があり、寿命も長く、多産性である 1)。沖合における移動は、多くの場合下流

に向かって移動し、流れが停滞する場所では長時間にわたって滞在する傾向がみられる 6)。 

・移動 1歳魚となる春季には水温の上昇とともに、再び摂餌活動に適した浅海域に移動する季節的深

浅移動を繰り返しながら、加齢とともに次第に中心的な分布水深を深所に移す。浅海域では冬季の水

温が低下するため、より水温環境の安定した深みへと生息場を移して冬季を過ごす 18)。 

・水深 生息水深は 30ｍ以上である 19)。 

 

＜越冬期＞ 

水温約 10℃を維持できるところが越冬場の条件となり 1)、水温低下時に避寒のため明石海峡を越えて

大阪湾側・紀伊水道で越冬するが 1) 3) 、近年では小豆島でも越冬する 3)。主な生息場は瀬である 1)。 

 

 

主分布位置 

主産卵場 

主越冬場 

越冬回遊経路 
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5)マダイの生活史まとめ 

マダイの生活史を図-6.1.5にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.1.5 マダイ生活史ごとの分布まとめ 

 

・卵期(産卵場) 産卵時期は、4 月～6 月頃である。群れをなして産卵場に集まり、夕方から前夜半に

かけて毎日産卵する。孵化までに卵期は 2～3 日程度である。産卵は、岩礁帯、離島周辺、海峡部等

の流れが速い海域で行われる。産卵海域は、備讃瀬戸東部海域で最も多く、淡路島周囲と小豆島周

囲でも多く分布する。産卵開始要因は水温で、14～15℃で産卵が始まり、21～23℃になると終了す

る。また、渦流域の存在が重要である。 

・仔魚期  

＜前期仔魚期＞ 卵黄は、孵化後 2日でほとんど消費される。卵黄を栄養源とするため飢餓による減耗

はないが、運動能力に乏しく受動的な浮遊生活を送るため、被食による減耗が発生する。浮遊する

水深は 0～1ｍである。 

＜後期仔魚期＞ 摂餌行動に必要な基本構造が形成され、外部栄養に移行する。飢餓による激しい減耗

が発生する時期である。 

・稚魚・幼魚期 水深 5～10m 前後の水深帯を主要な生息場としており、底生生活となる。砂質で流れ

があり、隠れ場、餌場としての藻場(アマモ場、ガラモ場)が付近にある場所を好む。餌料であるマ

クロベントスの量が最重要の分布制限要因である。稚魚の生き残りにとって、最も重要な外的要因

は摂餌量と被食の回避である。瀬戸内海東部海域での幼稚魚多棲域の分布密度は、備讃瀬戸の海域 

＞ 明石海峡、鳴門海峡、友ヶ島水道 ＞ 紀伊水道、家島周辺海域 ＞ 大阪湾南東部海域の順に少な

くなる。 

主産卵場 

幼稚魚主分布位置 

成魚主分布位置 

主越冬場 

抱卵親魚回遊経路 

卵・仔魚輸送経路 

越冬回遊経路 
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・成魚期 マダイの餌料生物は甲殻類が中心だが、食性の幅は広く、環境中に最も多く存在する餌生物

を選り好みせず摂食する柔軟性がある。冬季は、浅海域の水温が低下するため、より水温環境の安

定した深み(水深 30ｍ以上)へと生息場を移す。 

＜越冬期＞ 水温約 10℃以上であることが越冬場の条件となり、水温低下時に避寒のため明石海峡を

越えて大阪湾側・紀伊水道で越冬する。 
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6.2 ヒアリング 

マダイについての研究実績が高い有識者にヒアリングを行った。ヒアリング先は以下の通りである。 

 

【平成 23年度】 

1)銭谷 弘氏(富山県農林水産総合研究センター 水産研究所 副所長) 

2)島本信夫氏(但馬水産技術センター所長) 

3)反田 寛氏(兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センター 所長) 

 

【平成 24年度】 

4)島本信夫氏(豊かな森川海を育てる会 会長) 

5)兵庫県家島 漁業者 

 

 

対象者：富山県農林水産総合研究センター 水産研究所 副所長 銭谷 弘 

実施日: 平成 23年 10月 31日 

場所／方法: 富山県農林水産総合研究センター 水産研究所 会議室／会議 

内 容: 

・業務の説明を行い、業務目的と実施内容には賛同を頂いた。 

・メッシュ別分布図は、ヒラメ・マダイとも古い年代のものしかない(別途収集済み)。 

・マダイについては、水産庁が実施した漁業資源評価で、モノクローナル抗体を用いてマダイ卵の識

別を行い、備讃瀬戸から紀伊水道に至る海域でマダイ卵の分布を調べた。 

・その結果、マダイ卵は淡路島周囲と小豆島周囲に多く分布し、両海域は流れて的にも隔離された状

況にある。 

・また、淡路島周囲のマダイ卵は天然であるが、小豆島周囲のマダイ卵は養殖ものが産卵した可能性

があると説明を受けた。 

・成長段階別の移動のタイミングはわからないが、上記のマダイ卵の分布結果は、流れとの関係を明

らかにするため、データ一式を水産工学研究所中山氏に渡しているので、それを利用してもかまわ

ない。 

・ヒラメについては、香川水試の山本昌幸氏が詳しい。また、兵庫県側だと兵庫水試の五利江氏が知

っているかもしれない。 

 

対象者：元 兵庫県立農林水産技術総合センター但馬水産技術センター所長：島本氏 

実施日: 平成 23年 11月 2日 

場所／方法:兵庫県 舞子／会議 

内 容: 

・マダイは避寒のため主に紀伊水道側へ越冬する。水温約 10℃を維持できるところが越冬場の条件と

なる。 

・4月頃紀伊水道から備讃瀬戸に向けて移動すると考えている。 

・産卵場は、海峡部などの流れが速い海域で備讃瀬戸東部海域がメインとなっている。また、渦流域

の存在が重要で、そこに遊泳力が弱い時期でも留まることもでき、また栄養塩も溜まりやすく好適
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な餌料環境となるためである。 

・稚魚、幼魚は砂質を好む。そこは流れ、生物も多様であり、また藻場も付近にある。藻場は隠れ場、

餌場としての機能を有する。自身でもアマモ場でマダイがカンパチが来遊した際に一瞬のうちに隠

れ、カンパチが去るとまたマダイが姿を現す様相を観察したことがある。 

・マダイの餌料生物は甲殻類が中心だが、食性の幅は広い生物である。 

・近年のマダイの高水準の要因のひとつに漁獲努力量の低下が挙げられると思う。 

・また、マダイは俊敏で移動力があり、寿命も長く、多産性である。 

・マダイは瀬を主な生息場としていることから、貧酸素の影響を受けにくい。 

・マダイ資源の増殖、保護を考える際には、産卵場、生活史の初期(5～10cm)までのうちにいかに確

保するかが重要であると考える。 

 

次の資料をご提供いただいた。 

・瀬戸内海東部海域におけるマダイの資源変動および栽培漁業に関する研究(島本,1999学位論文) 

・マダイの生物学(7)生活史初期-4(島本,2004) 

 

対象者：兵庫県農林水産技術総合センター水産技術センター：反田所長, 五利江氏 

実施日: 平成 23年 11月 1日 

場所／方法: 兵庫県農林水産技術総合センター水産技術センター／会議 

内 容: 

(1)マダイの海域利用 

・マダイは水温低下時に避寒のため明石海峡を越えて大阪湾側で越冬するので対象海域を播磨灘に限

定することはできない。 

・播磨灘にこだわるということであれば対象魚種としてマコガレイが挙げられるがこちらは既に先行

して取り組まれている。 

・基本的には明石海峡を越え南下して越冬するが、近年では水温上昇によってか小豆島でも越冬する

こともある。 

・鹿の瀬あたりは幼稚魚が多い。 

・紀伊水道付近については和歌山県に多少情報があるのでは。 

・鳴門や明石海峡大橋のアセス関係(日本水産資源保護協会)で資料があるのではないか。 

・マダイの稚魚は藻場を好むというより砂質底を好み、その近くに藻場があるというイメージである。 

・沖の瀬でも産卵していると思う。 

・鳴門海峡経由の移動は不明だが興味深い。 

・マダイ資源は高水準で推移しており、漁獲要望も低下してきている。 

・マダイの知見については島本氏の学位論文がほぼ全てであると思う。 

 

(2)ヒラメの海域利用 

・移動に関する情報は少ないが、産卵場はスポット的に分布し、生活史は地先で完結すると捉えてい

る。 

・鳥取水試の方の学位論文にヒラメの情報があると思う。 
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対象者：豊かな森川海を育てる会 会長 島本信夫 氏 

実施日:平成 24年 5月 2日(水) 

場所／方法:兵庫県 舞子／会議 

内 容: 

以下は、島本様の御意見を示す。太字は島本様の意見に対する決定事項や検討事項を示す。一部、文

献から引用。 

 

1)卵稚仔魚の分布 

(1)香川・岡山周辺海域(備讃瀬戸)の西部と東部の系群について 

・氷河期以前には香川・岡山周辺海域は干出しており、その東と西では別の海であった。そのため、

現在もこの海域の東西で異なる系群であると考えられている。 

・また、香川・岡山周辺海域には吉井川、旭川等の大河川からの河川水が流入し、エスチュアリー循

環流が起こり表層水が東西で分断されるため、マダイ浮遊卵・仔魚は海峡の東西で交流はないと考

えられている。 

※エスチュアリー循環流：河川が内湾に合流することにより、湾の上層は河口から離れる方向の流れ

に、また湾の下層は逆に河口方向の流れになり、湾内の水が循環するように流れること。 

・以上から、昨年度行われたマダイ卵稚仔魚の移動分散シミュレーションで生活圏を備讃瀬戸東部、

播磨灘、大阪湾、紀伊水道に限定しているのは問題ない。 

・上記のエスチュアリー循環による表層水の東西分断については、再度確認する。 

(2)シミュレーション結果で、家島周辺海域に仔魚(粒子)が分布していなかった理由 

・沖ノ瀬環流等のマクロな渦は再現されているが、家島海域等の複雑な地形が生み出すミクロな渦は

再現されていない事が要因ではないか。 

・マダイの初期の成長段階は、卵、仔魚(前期・後期)、稚魚、幼魚に分けられる(島本氏の文献、水

産研究叢書 52参照)。 

・マダイの産卵は、岩礁帯や離島の周辺で、流れの速い浅場に集合して行われる。 

・産卵場に共通する海域特性は、流れが速く、渦流域が形成されていることである(水産研究叢書 52

参照)。 

・産卵時期は、4月～6 月。水温が 14～15℃で産卵が始まり、21～23°になると終了する(水産研究叢

書 52参照)。 

・渦流域は浮遊期の卵・仔魚が留まる。 

・ミクロな渦から逸脱した卵・仔魚のほとんどは捕食される。 

※渦流域：渦中に卵・仔魚を巻き込み、狭い範囲に物理的に滞在させる役割をしている。また、渦流

域は他の海域から来た卵稚仔が留まる要因ともなる。 

・島本氏の「瀬戸内海東部系群の分布と回遊(マダイ)」の図では家島周辺を幼稚魚多棲域となってお

り、これは家島で産卵されたものがそのまま成長し、幼稚魚となっているものが多く分布している

ものと考えられている。 

・渦流域は狭い範囲で起こっているものなので、シミュレーションのメッシュを細かくすれば、表現

できるのではないか。 

・以上から、家島を産卵場と設定すること、ミクロな渦を考慮することについて検討する。また、家
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島の調査地点を検討する。 

(3)後期仔魚は、昼は沈み、夜は摂餌のために浮上していると考えられる。→文献は未確認だが、鉛

直移動と照度の関係を示した論文があるようである。 

 

2)SI、HSIモデル 

(1)成長段階別の分布に起因する環境等要因 

・幼魚期以降の産卵期・越冬期を除く時期(索餌する時期)にはマクロベントスの量が最重要の要因で

あり、産卵期・越冬期には水温に依存すると考えられている。 

・幼魚期以降は索餌期、越冬期、産卵期で分けて解析する必要があるのではないか。 

・仔魚期は、流れが大きな要因となる(渦流域)。 

・以上から、マダイの生活史に応じた環境要因およびその寄与率を検討する。 

(2)幼稚魚多棲域の分布密度の違い 

 備讃瀬戸の海域 ＞ 明石海峡、鳴門海峡、友ヶ島水道 ＞  

紀伊水道、家島周辺海域 ＞ 大阪湾南東部海域 

 

3)その他 

・産卵場や育成場の造成については、藻場造成よりも餌料が増加すると考えられる浅場造成が効果的

かもしれない。 

・卵、前期仔魚が浮遊するのは、水深 0～1ｍ。潮目にも集まっている。 

・生活史初期に着目し、資源水準を底上げするのは良い。初期減耗を数%減らすだけで全体的な資源

量は大いに向上すると考えられる。       
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対象者：兵庫県家島 釣り、カゴ漁業者 

実施日:平成 24年 5月 22日、23日、6月 5日、6日  

場所:兵庫県 家島(播磨灘におけるマダイ仔魚分布調査時) 

内 容: 

・アマモは家島周辺では 5月まで繁茂する。 

・冬場は、水温の温かい深場でマダイが漁獲できる。しかし、さらに寒くなると日光で温まったよう

な浅場で漁獲できる。 

・家島周辺海域におけるマダイの漁獲最盛期は、5月である。 

・産卵魚は 3月終わりから 6月にかけて砂地で漁獲される。 

・季節別の漁獲場所(下図参照) 

 

夏：地点 ABCQの岩場で漁獲される。 

秋：9月～11月(12月も)は小さいマダイ(10～15㎝)が家島周辺のどこでも定置網、カゴで漁獲される。 

冬：地点 ABCMPで多く漁獲され、これらは深所(47～48ｍの場所もある)である。Qは浅いため、漁獲

されない。 

 

 

家島周辺海域にこけるマダイ関連の情報およびその位置 

(漁業者からの情報) 
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6.3 検討対象文献 

マダイの生活史を把握するため、以下の既存文献を収集・整理した。 

 

1)島本信夫氏(元但馬水産技術センター 所長、現豊かな森川海を育てる会 会長)へのヒアリング 

2)銭谷弘氏(元富山県農林水産総合研究センター 水産研究所 副所長)へのヒアリング 

3)反田寛氏(兵庫県立農林水産技術総合センター 水産技術センター 所長)へのヒアリング 

4)島本信夫(2006)瀬戸内海東部海域におけるマダイの資源管理．水産研究叢書 52. 

5)柿元晧(1984)新潟県沿岸域の人工魚礁漁場における魚類の行動学的研究．新潟水試． 

6)田中 克(2009)有明海干潟の生きものたち．東海大学出版会． 

7)社団法人全国沿岸漁業振興開発協会(1988)沿岸漁場整備開発事業 増殖場造成計画指針 マダイ・イセ

エビ編 昭和 63 年度版． 

8)大内康敬(1986)幼魚の生態とその漁業,マダイの資源培養技術. 恒星社厚生閣． 

9)小路淳(2009)藻場とさかな -魚類生産学入門-. 成山堂書店． 

10)Shoji J., Sakiyama K., Hori M., Yoshida G., Hamaguchi M., (2007)：Seagrass habitat reduces 

vulnerability of red sea bream Pagrus major juveniles to piscivorous fish predator. Fisheries 

Science, 73:1281-1285. 

11)Ueda H, Kuwahara A, Tanaka M, Azeta M (1983) Underwater observation on copepod swarms in 

temperate and subtropical waters. Mar. Ecol. Prog. Ser.,11:165-171. 

12)Tanaka M(1985)Factors affecting the inshore migration of pelagic larval and demersal juvenile 

red sea bream pagrus major to a nursery ground. Trans. Am. Fish. Soc.,114:471-477. 

13)Tanaka M, Ueda H, Azeta M(1987a)Near-bottom copepod aggregations around the nursery ground 

of the juvenile red sea bream in shijiki bay. Nippon Suisan Gakkaishi, 53:1545-1552. 

14)Tanaka M, Ueda H, Azeta M (1987b)Significance of near-bottom copepod aggregations as food 

resources for the juvenile red sea bream in shijiki bay. Nippon Suisan Gakkaishi, 

53:1545-1552. 

15)平井香太郎，上村泰洋，岩本有司，森田拓真，小路 淳(2009)瀬戸内海中央部のガラモ場とこれに

隣接する砂浜における魚類群集の定量比較．Journal of Graduate School of Biosphere Science, 

Hiroshima University, 48 : 1－7 

16)Yamaoka K, Sasaki M, Kudoh T, Kanda M, (2003)Differences in food composition between 

territorial and aggressive juvenile crimson sea bream Evynnis japonica. Fish. Sci., 69:50-57. 

17)Kudoh T, Yamaoka K,(2004) Territorial behavior in juvenile red sea bream pagrus major and 

crimson sea bream Evynnis japonica. Fish. Sci., 70:241-246. 

18)竹野功璽, 霞矢 護，宮島俊明(2001)標識放流結果から見た若狭湾西部海域産ヒラメの分布・移動．

日本水産学会誌，67:807-813. 

19)山口県(2012)栽培てびき(改訂版)． 

20)水産庁(1999)漁場環境評価メッシュ図‐瀬戸内海‐ 
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7.ヒラメ(播磨灘) 

7.1 ヒラメの生活史 

1) ヒラメ卵期(産卵期) 1～3月 

ヒラメ産卵期の分布を図-7.1.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7.1.1 ヒラメ産卵期の分布 

 

 

 

・形態 

分離浮性卵として産まれ、卵は潮流などによって受動的に分散させられる 1)。ヒラメの卵は他種卵

との有効な識別形質を有しない 1)。 

 

・産卵時期 

播磨灘では 1～3月であると考えられ、約 2 か月近くにわたって産み続ける b)。 

春に接岸し、岩礁域周辺で産卵する 14)。 

 

・産卵数 

産卵は個体群レベルではほぼ毎日行われるが、個体レベルでは毎日ないし数日に 1 回行われる d)。

全長約 50 ㎝の個体は、2 日に 1 回、約 5 万粒の卵を産む 2)。卵は、1 個の油球を備えた直径約 0.9

㎜の分離浮性卵である 2)。 

 

・産卵場 

産卵場はほぼ成魚の分布域に等しく、北海道太平洋側、オホーツク海を除く日本列島のほぼ全域に

※ 産卵場は、成魚の分布域に等しいとのことから、後述する成魚の分布

域((4)ヒラメ成魚期 参照)と同様であると推定し、作成した。 

成魚の漁獲量図からの推定図 

主 産 卵

場 
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形成されている 2)。岩礁地帯周辺の砂泥域や砂礫域である 2)。 

産卵は岸近くで、水深が 20～50m、潮の流れがよく、底質が砂泥・砂礫または岩礁の地帯で行われ

る 14)。 

 

・産卵水深 

100m 以浅であり、主として 50m よりも浅い水深帯と推定されている 1)。太平洋岸の房総半島沖で

は 200m前後の深い海域でも産卵する d)。 

 

・水質 

産卵期の水温は、千葉県沿岸ではおよそ 14～17℃である 1)。卵発生は水温 10～20℃、塩分 26～50

の範囲で正常に進行し、最適値はそれぞれ 15℃、34、孵化時間は 10℃では約 165時間、20℃では約

33時間 1)。 

 

・卵の比重 

卵は受精直後と孵化直前に比重が増加することから、鉛直方向に流れが大きくない限り、はじめ

は水面近くを漂っているが、孵化が近くなると沈降し、水中で漂っているうちに仔魚が孵出する可

能性がある 2)。 

 

・孕卵数(抱卵数) 

年齢と孕卵数の関係は海域間差が大きく、年齢が増すとその差も大きくなり、愛媛産のものが特

に多く、若狭湾産が最も少ない 2)。新潟沿岸では全長 40 ㎝で 138 万粒、50 ㎝で 156 万粒、60 ㎝で

184万粒、70㎝で 278 万粒となっている 2)。若狭湾では、35㎝で 18万粒、45㎝で 35万粒、55㎝で

57万粒、70㎝で 130 万粒であった 2)。 

 

※文章中上付き数字は「7.3 検討対象文献」の番号に対応。アルファベットは「7.2 ヒアリング」の番

号に対応。以下同様。 
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2)ヒラメ仔魚期(浮遊期) 2～4月 全長 1.14～15.17mm14) 

 

卵の浮遊期間は約 1か月であり、流れにより移動分散していくが、詳しい知見がみられないことから、

主分布域は不明とした。仔魚期は、浮遊期と着底期に分けられる。ここでは、仔魚期の浮遊期を取り

まとめた。 

 

・水温 

25～30℃の高水温に耐えるようになる 2)。 

 

・塩分 

4～51と広い範囲に耐えるようになる 2)。 

 

・期間 

卵は 2～3 日で孵化し、仔魚となる a)。早期に水深の浅い海域に運ばれた仔魚では小さな体長で変

態の進行や着底が起こる可能性が考えられる 3)。浮遊期間は約 1か月 b)である。 

 

・餌 

孵化後 4日ごろから摂餌を開始する 2)。仔魚は主に昼間に摂餌を行い、最小限 4～8lux程度の水中

照度が必要である 2)。浮遊期仔魚の餌生物は、カイアシ類ノープリウスから尾虫類、カイアシ類成

体へと成長に伴って変化する 3)。 

 

・接岸移動 

浮遊期の仔魚は初期には岸から離れた海域に分布し、発育に伴って顕著な接岸傾向を示して、発育

が進んだものは岸近い海域や内湾部を中心に分布し、着底する 3)。変態期の仔魚は、鉛直移動によ

って上げ潮時の向岸流を選択的に利用し、接岸移動を行う 1)。潮汐流は大潮の前後に発達すること

から、仔魚の多くはこの時の流れを利用して生育場へ加入する 1)。 

 

・遊泳速度 

全長 10 ㎜の変態期の個体の遊泳速度は、4 ㎝/秒、遊泳持続時間 4～5 分にすぎない 1)。短時間遊

泳速度は、孵化後 13 日前後までは 12㎜/s以下であったが、16日では全長 6㎜を超えると値が増え

始め、全長の 4倍程度に相当する遊泳速度になることが分かった 2)。10分程度の長時間遊泳速度は、

測定開始 1分以内では全長の 2倍程度の値に相当する 18㎜/sであったが、5分後まで漸減して 3mm/s

前後まで低下した。仔魚は、長時間の連続的な遊泳能力には乏しい 2)。 

 

・水深 

浮遊仔魚は、水深 50m 以浅の表中層で多く出現したが、分布の中心は 25m～50m深の中層であった

4)。 

 

・着底場所 

産卵場から浅所へ移動・分散し、水深 15m～3m(穏やかなら汀線際まで)あたりで着底する b)。好適
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水深も同様である b)。 
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3)ヒラメ稚魚期 周年(仔魚の着底期を含む) 全長 1.5～10cm14) 

ヒラメ稚魚期の分布を図-7.1.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7.1.2 ヒラメ稚魚期の分布 

 

 

 

 

・形態 

変態の完了とほぼ同時に胸鰭鰭条が分化し、右眼が頭部背縁に達して、仔魚から稚魚に移行する

1)。潜砂や遊泳においても成魚に近い行動を行うようになり、完全な底生生活に移行する 1)。底生生

活に適応した形態となる 1)。 

播磨灘では稚魚の成長率が約 1mm/日であり、稚魚の着底が 5 月末～6 月末、成長の早い個体は 6

月末で 5cmになり、餌を求めて沖へ移動する d)。 

 

・分布 

稚魚は 3～15m の浅場に着底する b)。成魚の分布域の岸側砂場に稚魚が分布していると考えられる

b)。底生生活への移行後の数か月間を浅海の生育場で過ごし、成長とともに深い水深帯へと移動、分

散していく 1)。 

前期稚魚(アミ類を摂餌する時期)アミ類が分布しない水深 15m以深では、稚魚もほぼいない b)。 

後期稚魚(魚類を摂餌する時期)体長 5cm 程度になると魚食性に移行し始め、餌を求めて深場へ移

動し、体長 15cm以上で魚食性になると水深 30m程度へ分布を広げる d)。魚食性になった後の分布は、

イワシシラスやイカナゴシラスの分布に合わせて分布している d)。 

※ 後述するヒラメ成魚期の分布((4)ヒラメ成魚期 参照)およびその岸側を稚魚の分布と推定し、

前期稚魚では水深 3m以浅および 15m以深 b)を、後期稚魚では水深 30m以深 d)を除いて作成した。 

成魚の漁獲量図からの推定図 

前期稚魚主分布位置 
後期稚魚主分布位置 
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特別な稚魚集積場は無いと考えられる d)。 

餌を求めて沖へ移動する時期は、シラスの漁期と一致している d)。 

ヒラメ幼稚魚は、全長 8cm前後を境に、その生活圏が(極沿岸域から水深 10m以浅の沿岸域へ)変化

しているものと推察される 15)。 

岡山県東部地区に位置する日生町、邑久町および牛窓町地先では、小型定置網により体長 8cm程度

のヒラメ稚魚が漁獲されている 16)。 

岡山県寄島沖では 7月に、えびこぎ網により全長 7.2cmおよび 9.6cm のヒラメ稚魚が漁獲されてい

る(岡山県農林水産総合センター 元谷様提供データより)。 

4月～10月頃に、赤穂付近の沿岸で板曳き網一網に 5～6尾の稚魚(手のひら程度)がみられる(岡山

県農林水産部水産課 岡崎様提供情報より)。 

 

・分布への寄与度 

餌の有無が最も大きく、次いで底質と水深で、水温塩分の好適範囲は広いが、河口には分布しない

b)。 

 

・餌料 

前期稚魚(アミ類を摂餌する時期)着底後しばらくの期間は底層付近のアミ類 b)を目視して d)専食

する。このほかヨコエビ類、エビ類やイカ類なども摂餌する d)。多毛類はあまり食べないようである

d)。 

稚魚期の主要な餌料生物であるアミ類の密度や生物量は、ヒラメの生残や成長に影響するとされて

いる 8)。 

ヒラメ稚魚が摂餌していたアミ類の種類は海域によって多様であったが、環境中に豊富に生息する

種類を多く摂餌する傾向が明らかとなった 7)。 

アミ類分布量が不十分でかつ魚類の摂餌が可能な条件下では魚食性への転換が早期に生じる可能

性がある 7)。 

後期稚魚(魚類を摂餌する時期)その後成長にともない体長が 3cm～ 5cmを超えた後は魚類(特にイ

カナゴシラス、イワシシラス d))を摂餌する 6)。 

 

・底質 

稚魚期の底質は、泥場よりは砂泥～砂場を好み b)、特に細砂が好まれる a)。シルト分は低いほど分

布率は高くなる 2)。泥分が高いと死亡率が高くなる a)。 

後期稚魚(魚類を摂餌する時期)魚食性に転換した後は泥場でも問題ない d)。 

 

・水質 

底層の DOは制限要因となる d)。 

 

・増殖技術 

後期稚魚(魚類を摂餌する時期)餌料増殖 a)やイワシシラス等の誘因を目的とした魚礁設置が良い

と考えられる b)。 
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・その他 

天敵は、甲殻類、魚食性魚類であるが、15cmを超えると捕食者はいなくなる c)。着底直後のヒラメには、

急激な個体数の減少が起きることが知られており、その減耗要因は、水温の変化や波浪によるストレス、

疾病や飢餓、被食などが指摘されている 1)。
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4)ヒラメ成魚期 周年 (未成魚期含む) 全長 10cm以上 14) 

ヒラメ成魚期の分布を図-7.1.3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7.1.3 ヒラメ成魚期の分布 

 

未成魚期は、成熟以外の生態は成魚と同じと考えて良い a)ため、成魚期とまとめて整理した。 

 

・分布 

播磨灘でヒラメが全く漁獲できない場所は無く、播磨灘はほぼ全域で分布する d)。兵庫県本土沿岸

にはあまりいないだろう c)。おそらく豊後水道、紀伊水道等からの移入がある a)。かつて、備讃瀬戸

真鍋島の東西にそれぞれ放流した際、混ざることはなく東放流群は播磨灘で、西放流群は燧灘で漁

獲されたことから、真鍋島周辺が流れの分岐点になっていると考えられる d)。放流魚は天然魚と異

なり、地先にとどまる傾向がみられることもある d)。 

砂泥域に分布することが多いが、餌生物との関係で中程度の魚礁性を有する 14)。 

岡山県東部地区に位置する日生町、邑久町および牛窓町地先では、小型定置網により体長 8cm～

22cmのヒラメが漁獲されている 16)。 

岡山県寄島沖および牛窓沖では夏季の 7～8 月、冬季の 11～3 月に、えびこぎ網、えび桁網により

全長 16.6～47.5cm の成魚が漁獲されている(岡山県農林水産総合センター 元谷様提供データより)。 

4～10月頃に、岸に近い魚礁周辺で成魚(2～3㎏)が漁獲されている。10～4月頃にはみられない(岡

山県農林水産部水産課 岡崎様提供情報より)。 

 

・移動(鉛直) 

鉛直遊泳行動をし、海底から泳ぎあがる高さは昼間より夜間の方が高い 10)。海底から遊泳して上昇

※ 漁場環境評価メッシ

ュ図‐瀬戸内海‐13)のヒ

ラメの漁獲量(2 分メッ

シュあたり 500 ㎏以上)

の分布図から作成した。 
主分布位置 
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後下降する時には、滑空している可能性がある 10)。一日のほとんどを海底上か砂中に潜って定位し

ている 11)。標識放流の結果、成魚は長距離移動をする 12)。実験では約 90％の時間は水槽底面で定位

していた 11)。 

全長 30～40㎝のヒラメは、水深 300mくらいまで潜行可能であると推定される 5)。 

 

・移動(水平) 

沖への移動は主に産卵のためで、越冬時には水深 100m位まで移動する b)。3歳以上では 100km位は

動く c)。燧灘から播磨灘へ移動することもある c)。成魚は餌を求めて水平移動する c)。冬場の瀬戸内

海は餌が少なく、餌を求めて回遊する d)。カタクチイワシは礁の潮上に蝟集しており、その群れが

外敵に追われて深所へ移動したところを待ち伏せていたヒラメが捕食する b)。そのため、ヒラメは

礁の潮上に定位する b)。大型魚になるにつれ、4時間程度の長い離底行動をとるようになり、大きな

移動をするようになる 12)。 

 

・食性 

異体類の中でも特に高位の栄養段階に属し、成魚は魚食性である 1)。餌生物は、カタクチイワシ、

ヒメジ、ネズミゴチなどの小型の魚類であり、小型のヒラメも餌生物になっている 1)。産卵期の親

魚の空胃率は高いことから、産卵期には雌親魚の摂餌量が低下するものと思われる 1)。 

餌料生物は、魚類(カタクチイワシ、イカナゴ等が多く、マアジ、マサバの若魚、ヒイラギ、キス、

カサゴ類、カジカ類、カレイ類等の底魚)、イカ類(春～秋に多い)、甲殻類(周年)である 14)。 

 

・代謝 

経験水温の上昇は代謝を促進させる 9)。繁殖期間中の環境によって、繁殖回数・頻度が左右されや

すいと考えられる 9)。この機にエネルギーの取り込みを積極的に行うことが予想される 9)。繁殖期に

好適な水温環境に移動し、行動様式を変化させていると推察される 9)。 

 

・その他 

海底から数十㎝(体長の 10 倍程度の場合もある b))にある餌生物を海底から浮上して摂餌する行動

をとる 7)。雄は 1～3 歳で、雌は 2～4歳で成熟する 1)。成熟サイズは、雄では 300 ㎜から 413 ㎜で、

1)雌では全長 336㎜から 510㎜である 2)。 
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5)ヒラメ生活史 まとめ 

ヒラメの生活史を図-7.1.4にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7.1.4 ヒラメ生活史ごとの分布まとめ 

 

・卵期(産卵期) 

・分離浮性卵として産まれ、卵は潮流などによって受動的に分散させられる。 

・産卵期には、播磨灘では 1～3月で、約 2か月にわたって産み続ける。 

・産卵は個体群レベルではほぼ毎日行われるが、個体レベルでは毎日ないし数日に 1回行われる。 

・産卵場はほぼ成魚の分布域に等しく、岩礁地帯周辺の砂泥域や砂礫域である。 

・産卵水深は、100m以浅であり、主に 50mよりも浅い水深帯と推定されている。 

 

・仔魚期(浮遊期) 

・卵は 2～3日で孵化し、仔魚となる。 

・浮遊期間は約 1か月。初期には岸から離れた海域に分布し、発育に伴って顕著な接岸傾向を示して、

発育が進んだものは岸近い海域や内湾部を中心に分布し、好適水深となる3m～15m程度で着底する。 

・水温 25～30℃、塩分 4～51に耐えるようになる。 

・孵化後 4日頃から摂餌を開始する。餌生物は、カイアシ類ノープリウスから尾虫類、カイアシ類成

体へと成長に伴って変化する。多く出現するのは、水深 50m以浅の表中層で、分布の中心は 25m～50m

深の中層であった。 

 

・稚魚期 

・播磨灘では、5月末～6月末に 3～15mの浅場に着底し、数か月間を浅海の生育場で過ごし、成長の

前期稚魚主分布位置 

後期稚魚主分布位置 

産卵場、成魚主分布位置 
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早いものは 6月末には餌を求めて水深 30m程度の深い水深帯へと移動、分散していく。 

・分布への寄与度としては、餌の有無、底質、水深の順である。 

・水温塩分の好適範囲は広い。 

・稚魚の分布域は成魚分布域の岸側砂場であると考えられる。 

・着底後しばらくの期間は底層付近のアミ類を目視して専食し(前期稚魚)、その後成長にともない魚

類(特にイカナゴシラス、イワシシラス)を摂餌するようになる(後期稚魚)。ヨコエビ類、エビ類や

イカ類なども摂餌する。 

・泥場よりは砂泥～砂場を好み、特に細砂が好まれる。魚食性に転換した後は泥場でも問題ない。 

・底層の DOは制限要因となる。 

 

・成魚期 

・成魚の分布域は播磨灘のほぼ全域となる。豊後水道、紀伊水道等からの移入が考えられる。 

海底上か砂中に潜って定位している。 

・冬場の瀬戸内海は餌が少ないため、餌を求めて 100㎞程度の水平移動をする。越冬時には水深 100m

程度まで移動する。 

・海底から数十㎝～体長の 10 倍程度にある餌生物を海底から浮上して摂餌する行動をとる。餌生物

は、カタクチイワシ、ヒメジ、ネズミゴチなどの小型の魚類であり、小型のヒラメも餌生物になっ

ている。 

・カタクチイワシの群れは礁の潮上に位置しており、その群れが外敵に追われて深所へ移動したとこ

ろを待ち伏せていたヒラメが捕食する。そのため、ヒラメは礁の潮上に位置する。 

・雄では 1～3歳で成熟する。雌の成熟年齢は 2～4歳である。 
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7.2 ヒアリング 

対象水産生物についての研究実績が高い有識者にヒアリングを行った。ヒアリング先は以下の通り

である。 

 

【平成 25年度】 

1)試験研究機関: 元日本海区水産研究所 所長 安永 義暢氏／独立行政法人水産総合研究セ

ンター西海区水産研究所 有明海・八代海漁場環境研究センター センター長 木元 克則氏

／独立行政法人水産総合研究センター 中央水産研究所 海洋・生態系研究センター 専門員 

輿石裕一氏／独立行政法人水産総合研究センター 瀬戸内海区水産研究所屋島庁舎増養殖部 

閉鎖循環システムグループ長 山本 義久氏 

 

【平成 26年度】 

1)試験研究機関: 岡山県農林水産総合センター水産研究所 萱野 泰久氏、元谷 剛氏／ 

 

 

a)  対象者：元日本海区水産研究所 所長 安永義暢 

参加者：中野、中村、吉川 

実施日: 平成 25年 4月 23日 

場所／方法: 漁村総研／会議 

内 容: 

 

(1)卵期 

・播磨灘、大阪湾、紀伊水道における産卵期が不明。 

→卵発生が行われる水温(10～20℃)の時期を、産卵期として問題ない。 

・産卵場の位置が不明。 

→市場で漁獲物調査を行うのが良い。透明な卵(放卵前)を持った親魚が漁獲された場所を聞き取りす

るのが有効ではないか。 

 

(2)仔魚期 

・餌料は動物プランクトンである。 

・遊泳は受動的に流れに乗って移動する。 

 

(3)稚魚期 

・稚魚期の底質は、細砂が好まれる。シルト分は低いほど分布率は高くなる(安永 2004)。泥分が高い

と死亡率は高くなる。 

現在、利根川の河口付近にコンクリート礁(アミ類の増殖礁)を設置している。稚魚が増えているのを

確認している。 

 

(4)未成魚期 

・成熟の有無は異なるが、その他の生態は成魚と同じと考えて良い。 
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(5)その他 

・「海洋牧場 マリーンランチング計画(恒星社厚生閣)」に西日本におけるヒラメについての情報があ

るかもしれない。 

・瀬戸内海系群が存在するかは不明。おそらく豊後水道、紀伊水道等からの移入はある。 

 

b) 対象者：西海区水産研究所 有明海・八代海漁場環境研究センター センター長 木元克則) 

参加者：吉野、中村、吉川 

実施日: 平成 25年 6月 4日 

場所／方法: 西海区水産研究所 有明海・八代海漁場環境研究センター 会議室／会議 

内 容: 

(1)生態一般について 

・生態を理解するには関係県の情報も必要であり県水試からも聞き取るべき。 

・産卵場から浅所へ移動し、-15m～-3m(穏やかなら汀線際まで)あたりで着底する。好適水深も同様

である。最初はアミ類を捕食するが、体長が 50mmを超えた後は魚食性に移行しシラス等を捕食する。 

・海底に対して表在性、埋在性のアミ類を捕食する。遊泳するアミ類は捕食しない。 

・水深-15m以深に稚魚はほぼいない。これは、餌料となるアミ類がいないためである。 

・藻場との関連は少ない。生息域は餌の有無に規定される。 

・カタクチイワシはブロックの潮上に蝟集している。その群れが外敵に追われて深所へ移動したとこ

ろを待ち伏せていたヒラメが捕食する。そのため、ヒラメはブロックの潮上に位置する。 

・成魚の移動は岸沖移動が主であり、あまり水平移動はしない。岸沖移動は主に産卵のためであり、

主漁場より少し深場へ移動する。越冬時には-100m位までは移動する。 

・播磨灘では産卵は恐らくは 1～3月、主漁場より少し沖が産卵場だろう。 

・ヒラメ成魚は体長の 10倍程度跳ね上がってアジ・イワシを捕食する。 

・漁場の分布は餌の分布と同様と考えて良い。 

・成魚分布域の岸側に稚魚が分布していると考えて良いが、アミ類の有無に規定される。 

・ヒラメは餌を目視で探す。そのため、透明度が低いと餌を探せない。 

 

(2)保護すべき成長段階について 

・着底するまでは浮遊しており、餌が無ければ飢えるが保護は困難。 

・着底場に餌料が豊富ならば生存の確立が高くなる。このステージを保護するのが良いだろう。 

 

(3)好適環境について 

・稚魚期の好適水深は-3～-15m。その後餌を求めて深所へ移動する。 

・底質は泥場よりは砂泥～砂場を好む。 

・水温塩分の好適範囲は広いが、さすがに河口にはいない。 

・寄与度としては、餌の有無がトップであり、その次に底質と水深であろう。 

 

(4)増殖の手法について 

・成魚に対してはカタクチイワシ・アジを捕食できるようブロックを置くことが有効である。 
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・稚魚に対してはアミ類が必要だが、それらはブロックではなく海底の微地形のうち凹んだところに

いる。ただし、アミ類の量を制御することは困難である。 

・かつては海底を洗掘させてアミ類を集める十字礁を考案し、事業に用いてきたが、ヒラメの成長ス

テージと合致しなかったのか効果はいま一つだった。 

・十字礁は外海向けの施設であり、瀬戸内海での実施例は無いと思う。 

・アミを集めるのは困難だが、シラスを集めるのは比較的容易であるので、それを保護ステージとす

べきである。 

・何れにせよ、底質改善よりは餌料を集めることをメインに考えるべき。 

・アミの分布資料は少ないだろうが、シラスの分布はパッチ網操業実態等で把握できる。 

 

(5)種苗放流について 

・放流位置は、適地というよりは社会的な環境によるのではないか。 

 

c)  対象者：中央水産研究所 海洋・生態系研究センター 輿石裕一専門員 

参加者：吉野、中野、中村、吉川 

実施日: 平成 25年 6月 11日 

場所／方法: 中央水産研究所 会議室／会議 

内 容: 

(1)播磨灘の知見について 

・瀬戸内海におけるヒラメの生態については、備讃瀬戸以西はあるが、播磨灘の知見は乏しいのが現

状である。 

・屋島栽培センターの山本氏が知見を持っているのではないか。 

・風か水温によるだろうが、稚魚は比較的播磨灘の南岸に多いと思う。 

 

(2)生態一般について 

・稚魚期の餌料であるアミの量は環境によって大きく変動する。更にはアミを制御する技術は無い。 

・ヒラメを含めた稚魚増殖場として浅場を造成したことがあるが、アミが増えなかったこともありう

まくいかなかった。もっとも、これは面積が小さかったことも原因と思う。 

・ヒラメ成魚はあまり動かないが 3歳以上なら 100km位は動き、県をまたぐことはある。燧灘から播

磨灘へ移動することもある。ただし、兵庫県本渡沿岸にはあまりいないだろう。かつて成魚は越冬

で紀伊水道へ移動すると考えられていたがそうではなさそうだ。 

・アミは 30m以上と意外と深いところにもいる。 

・稚魚期の漁獲データは無い。 

・稚魚のサイズが 5cm以上から魚食が開始され、10cmを超えるとアミでは朝が小さすぎるため魚食へ

の移行が完了する。もっとも、放流魚は 12cm になってもアミばかり食べるというデータもある(た

だし、飼育密度を減らすとスムーズに魚食に移行するというデータもあり)。 

・稚魚期の天敵は、甲殻類、魚食魚類であるが、15cmを超えると捕食者はいなくなる。 

・何でも食べるが、主な餌料はシラスであり、播磨灘には周年存在する(ただし、主なシラス漁期は

春と秋)。 

・目視で餌を探すので、潜砂性のアミは食べない。また、濁っていると餌を探せない。 
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・産卵は浅場とされているが、水深 100mで行った事例もある。 

・初期減耗の主原因は混獲である。 

 

(3)稚魚分布域について 

・主要漁場の岸側に稚魚が分布していると仮定するのは少々乱暴だろう。成魚は餌を求めて水平移動

する。 

・稚魚の分布は結局わからないというのが本音である。 

 

種苗放流について 

・種苗放流位置が播磨灘沿岸全域なのは、多分に政治的なものがある。また、只でやってくれるなら

やってという積極的ではない理由もある。 

・アミの量が多い年には放流稚魚の生残率が高いという報告がある。 

・過去は 1～2cm で放流していたが生残率が非常に悪かった。現在は最低でも 8cm で、シラスを捕食

するサイズまで成長させて放流する。 

・放流魚は天然魚より鈍く、水平移動しない。8割以上は放流した県内で漁獲される。 

 

(4)環境改変について 

・アミを制御するのは困難なので、やはり魚食に移行した稚魚期を対象に、餌料を増やすような手法

が現実的である。 

・放流稚魚は当然ながら分布が明らかなので、そのステージを積極的に保護するという考えもある。 

・混獲防止のため保護区を造成するという考えも必要。例えば保護・増殖礁として、底曳抑制とシラ

ス蝟集～稚魚への餌料供給という機能を持たせることも考えられる。 

・事業位置としては、閉鎖海域ではなく成長後深場へ移動しやすい場所が適切である。 

 

d)  対象者：瀬戸内海区水産研究所屋島庁舎増養殖部 山本義久閉鎖循環システムグループ長 

参加者：吉野、中野、中村、吉川 

実施日: 平成 25年 6月 26日 

場所／方法: 瀬戸内海区水産研究所屋島庁舎／会議 

内 容: 

(1)生態一般について 

・稚魚は浅場に着底するが、体長 5cm程度になると餌を求めて少しずつ深場へ移動し、15cm以上に

なると水深 30m程度へ移動する。水深を考慮すると、播磨灘はほぼ全域がヒラメの分布域となる。 

・播磨灘でヒラメが全く漁獲できないという場所は無い。シラスやイカナゴに合わせて分布してい

る。冬季はイカナゴを積極的に摂餌して太る。 

・播磨灘におけるヒラメ稚魚の成長率は約 1mm/日で、日本海よりは低いものの決して悪くない。ア

ミを主に摂餌するが、無ければヨコエビ、仔魚等何でも食べる。ただし、多毛類はあまり食べな

いようだ。 

・浮遊性のアミを主に摂餌するが、夜間は砂から出てきた潜砂性のアミを目視して食べる。 

・アミと比してエビは殻があるため消化が良くない。 

・体長が 3cmを超えると魚食性が発現し、積極的に動くようになる。 
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・播磨灘のシラスは水深 10m以浅には分布しない。香川県ではアミとシラスの分布水深が全く異な

る。 

・稚魚着底は 5月末～6月末、成長の早いものは 6月末で 5cmになり餌を求めて沖へ移動するが、こ

の時期はシラスの漁期と一致している。 

・かつて、備讃瀬戸真鍋島でヒラメを東西にそれぞれ放流した際、混ざることはなく東放流群は播

磨灘で、西放流群は燧灘で漁獲された。真鍋島周辺が流れの分岐点になっているのではないか。 

・放流ヒラメは天然と異なって地先にとどまる傾向がある。 

・洲本で 8月に放流したものはしばらくすると取れなくなるが、翌年 4～5月にふたたび漁獲される

ようになる。砂に潜るので底曳で漁獲されなくなるのではないか。 

・冬場の瀬戸内海は餌が少ないので、餌を求めて回遊する。 

・稚魚の分布域は成魚分布域の岸側砂場で良い。特別な稚魚集積場は無い。 

・底質は、稚魚期は砂場が適しているが魚食性に転換した後は泥場でも問題ない。餌場と底層の DO

が制限要因である。 

 

(2)ヒラメ漁業について 

・4～5月に産卵のため岸に寄って来て定置網に入る。年齢は 2～5才で 2～3才が主。 

・4～12月のヒラメ漁場は餌とするイカナゴ漁場と一致する。 

・結局、成魚は瀬戸内海何処にでもいる。特に集まる場所というのは無い。 

・ヒラメを対象とした魚礁整備の実績は無い。保護策として 25cm以下は戻すこととなっている。し

かしながら、20cm以上なら取ってしまっているようだ。また、20cm以下のヒラメを再放流しても

死んでしまう。底曳からの保護が必要である。 

 

(3)資源について 

・瀬戸内海における現在のヒラメ資源量は中位である。 

・岡山県は資源が増えてきたので稚魚放流を止めたが、香川県は放流が効果的と判断して継続して

いる。 

・近年イカナゴが激減している。イカナゴを増やすことがヒラメを含め資源の底上げにつながる。

兵庫県水試の反田氏がイカナゴの分布を把握していると思う。 

・比較的サイズが大きい放流稚魚は生残率が高い。 

 

(4)保護について 

・天然の稚魚を保護するのは、高密度分布域がわからないので難しいだろう。 

・放流稚魚を守り、餌料供給と保護を目的とした整備はあり得るだろう。これが機能して小さいサ

イズの稚魚でも放流可能ならば、種苗生産施設稼働の面からも効率的となる。 

・漁獲制限としての保護も併せて必要だろう。 

 

(5)その他 

・有明海の魚介類生産量は、かつて 90t/km2だったが、現在は貝類が減って 20t/km2まで落ちている。

これはノリを始めたからであり、ノリを加えると 90t/km2程度となる。要するにノリが資源を圧迫

している。また、酸処理の規制が守られていない。甚だしきは、クエン酸ではなく硫酸を使って
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いる。 

・瀬戸内海においては、亜硝酸は増えている。砂浜によるろ過が機能しているなら亜硝酸は減るは

ずである。これは砂浜の消失と潮位が全般に高くなったためか？ 

 

対象者：岡山県農林水産総合センター水産研究所 萱野 泰久、元谷 剛 

参加者：中村、吉川 

実施日: 平成 26年 4月 16日 

場所／方法: 岡山県農林水産総合センター水産研究所／会議 

内 容: 

 

(1)岡山県沿岸での過去のヒラメ稚魚に関する情報 

・3月末～4月いっぱいは産卵期間。産卵後、一か月の浮遊後、着底する。 

・久々井、宝伝では 16節の目合、網口幅 1mのエビ桁網で採取されていた。 

・7月には 7～10㎝の稚魚が寄島で採取された。 

・5月以降に久々井の定置網でヒラメ稚魚が採取されていた。 

・放流した稚魚は、5～10㎝の稚魚が 6～8月あたりで採取された。この時天然魚は 2㎝程度であった。

（6月）8月以降になると 10m以深でみられる。秋になると 20㎝になる。 

・昔、朝日漁協と牛窓漁協の付近で、地曳網を行った結果、朝日漁協で多く採取された。 

・今年の 4月 15日までに行った児島湾内での調査では、着底した稚魚は採取されていない。 

・7，8cmでアミ食性から魚食性へ変わると思う。 

・朝日沿岸で採取された稚魚の胃内容物は、アキアミ等のエビ類であった。 

・産卵親魚は、水深 20mあたりで 3月下旬～5月頭頃（4月頃ピーク）に漁獲されていると思う。小豆

島と岡山県との間の海域で春に産卵親魚が水深 20mのところで漁獲される（底曳き）。岸側の定置網で

も漁獲されている。 

 

(2)現在のヒラメ稚魚について 

・4月～5月頭ぐらいが産卵期ではないか。 

・ゴールデンウィーク明けあたりで 2㎝程度になり、定置網に入りだすのではないか。 

・調査場所は、前島周辺が良いのではないか。朝日漁協に頼むのが良い。 
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7.3 検討対象文献  

ヒラメの生活史を把握するため、以下の既存文献を収集・整理した。 

 

1)南卓志，田中克編(1997)水産学シリーズ 112 ヒラメの生物学と資源培養．恒星社厚生閣. 

2)安永義暢(2004)ヒラメ稚仔魚の増殖場造成計画に関する基礎的研究．水産工学,40(3):177-183. 

3) 南 卓 志 (1982) ヒ ラ メ の 初 期 生 活 史 ． Bulletin of the Japanese Society of Scientific 

Fisheries,48(11):1581‐1588． 

4)桑原昭彦、鈴木重喜(1982)ヒラメ仔魚の鉛直分布と食性．Bulletin of the Japanese Society of 

Scientific Fisheries,48(10):1375‐1381． 

5)林陽子(1988)バイオテレメトリーによるヒラメの沿岸来遊行動解析．神奈川県水産試験場報告,3． 

6)山田秀秋、佐藤啓一、長洞幸夫、熊谷厚志、山下洋(1998)東北太平洋沿岸域におけるヒラメの摂餌生

態．日本水産学会誌,64(2):249-258． 

7)田中庸介,大河俊之,山下洋,田中克(2006)ヒラメ paralichthys olivaseus 稚魚の食物組成と摂餌強

度にみられる地域性．日本水産学会誌,72(1):50－57． 

8)古田晋平(1997)鳥取県沿岸浅海域に放流したヒラメ人工種苗の摂餌状態と摂餌条件．日本水産学会

誌,63:886‐891． 

9)安田十也(2012)シンポジウム記録 漁業資源の繁殖特性研究 IV-1. ヒラメ．日本水産学会

誌,78(4):809． 

10)梨田一也(1997)マイクロデータロガーによるヒラメの行動解析.月刊海洋,321:149‐153． 

11)河邊玲(2000)ミニシンポジウム 超小型記録装置による魚類の遊泳行動研究 5．データロガーによ

るヒラメの遊泳行動．日本水産学会誌,66(5):923‐924． 

12)柿元 皓・大久保久直・板野英彬(1979)ヒラメ成魚の移動生態(テレメトリーによる測定)．新潟水試

研報,8:13–46． 

13)水産庁(1999)漁場環境評価メッシュ図‐瀬戸内海‐ 

14)水産庁(2006)平成 18年度水産基盤整備調査委託事業報告書．主要対象生物の発育段階の生態的知見

の収集・整理報告,143-148． 

15)岡山県水産試験場栽培漁業センター他(1985)昭和 60 年度放流技術開発事業報告書(ヒラメ班)瀬戸

内・九州海域．19-34． 

16)佐藤二朗・福田富男・古村振一(2005)岡山県東部地区小型定置網における小型魚保護対策について．

岡山水試報,20:1-13． 
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