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研究成果の概要（和文）：沿岸生態系における魚類群集の主要な捕食者―被捕食者を特定するための魚類群集調査と胃
内容物解析を広域的に実施した．コアサイトとして季節別調査を実施した瀬戸内海と北海道では，季節に関係なく捕食
者のバイオマスが夜間に増大することが明らかとなった．日中に比べて夜間に藻場を利用する大型魚食性魚類が増加す
ることにより，小型魚類の被食リスクが高まる傾向が南北サイト，季節で共通して認められたことは，夜間の藻場にお
いて日中よりも捕食圧が高まることが普遍的なものであることを支持している．一連の結果から，沿岸域の食物網構造
は，小さい時空間スケールで大きく変動する特性を備えていることが明らかとなった．

研究成果の概要（英文）：Fish sampling and stomach contents analysis were conducted in order to examine 
predator-prey interactions of the major components of animal communities in coastal ecosystems in Japan. 
In the Seto Inland Sea and Hokkaido areas, which were selected as main sites for intensive survey, 
predatory fish biomass increased in nighttime in all seasons. The increase in predation risk of juvenile 
and small-sized fish during nighttime was commonly observed at almost all sampling sites and seasons. The 
structures of wood-web in coastal ecosystem were suggested to change within small spatial and temporal 
scales than expected.

研究分野： 海洋生態学，水産資源学
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１．研究開始当初の背景 
浅海域は，地球上の全生態系のなかで最高
の生物生産速度を誇る．しかしながら，これ
までその生産過程は湾などの「海域」を基本
単位として評価されてきた．本研究では，物
理・生物的性状が異なる複数生態系（藻場，
砂浜など）の集合体である浅海域の生物生産
への貢献度を，生態系ごとに区分して定量評
価する．浅海域の生物生産の主要構成要素で
ある魚類資源は，他の生物群（貝類，甲殻類
等）に比べて高い移動能力を備え，複数生態
系を移動しながら栄養フローを担う．本研究
課題は「貢献度評価」の先駆的研究事例とし
て世界をリードし，得られた定量的データに
もとづいて我が国の沿岸環境・資源の新たな
管理方策「複合生態系保全」を提案する． 
 
２．研究の目的 
生態系に備わった機能のうち人類が享受で
きる価値の部分を示す「生態系サービス」は，
各生態系の重要性を定量的に評価するため
に必須の尺度である．地球上の生態系ごとの
経済価値を算出した研究によると，熱帯雨林
（0.2 万ドル/ha/年）をはじめとする陸域や淡
水域（湖・川：0.8 万ドル/ha/年）に比べて浅
海域を構成する生態系（藻場・河口域）が生
みだすサービスの経済価値ははるかに高く，
全生態系でトップクラス（1.9-2.3 万ドル/ha/
年）と見積もられている．しかしながら，上
記の推定値には生産の主要構成要素である
魚類生産は含まれていない．これは，1 次生
産（光合成）や，1 次捕食者（動物プランク
トン）およびベントス類（底生動物）に比べ
て，移動能力の高い魚類の定量評価が困難で
あることに起因する．「浅海域の生態系サー
ビス総合評価の達成」に向けて，「魚類生産
の定量評価」の実践に世界中で期待がかけら
れている． 
申請者らは，魚介類の成育場として重要な
浅海域のうち，藻場を主要フィールドとして
生物群集構造の解明と生産過程の定量評価
を進めてきた．浅海域は魚類の「ゆりかご」
（産卵・成育の場）として重要と認識されな
がら，その根拠となる科学的・定量データが
存在しない現状は，早急に改善されなければ
ならない．近年，藻場および河口域における
主要魚種の幼期個体の生産過程の定量評価
手法を開発した．予備的な試算結果を上記の
推定値に加えると，浅海域の生態系サービス
はわずか数魚種（スズキ・メバル類）の幼期
個体の生産によって，少なくとも 20-35％上
昇すると見積もられた．開発済みの定量評価
手法を導入して我が国沿岸アマモ場におい
て広域フィールド調査を実施することによ
り，推定値の普遍性・変動性を確認し，世界
の浅海域生態系サービスに関する研究分野
をリードする成果が得られつつある． 
これまでの研究において，個々の生態系（藻
場，河口など）に強く依存した生活史を有す
る魚類の幼期については，生産機構の定量評

価手法を確立した．生産機構の総合評価のた
めに不可欠な次のステップは，複数の生態系
を移動し，かつ生産過程の主要な担い手であ
る未成魚・成魚の生産機構の定量評価である．
本研究では，短～長期タイムスパン（日・潮
～数ヶ月・数年）での魚類資源の移動回遊と，
それらをとりまくエネルギー・フローを，①
フィールドにおける定量サンプリング，②捕
食者のバイオテレメトリー，③安定同位体比
分析等の手法を組み合わせることにより定
量評価する．浅海域における資源生物の生産
に対する各生態系の貢献度評価を通じ，我が
国沿岸域の豊かな生物資源の持続的利用に
不可欠な「複合生態系管理」スキームを確立
する． 
 
３．研究の方法 
（1）コアサイトにおける魚類群集構造，

食物連鎖，生息環境の解析（魚類班） 
藻場，岩礁，砂浜域からなる瀬戸内海中央部
（広島県大崎上島町周辺海域）にコアサイト
を設け，夏期（アマモ場の繁茂期）に生物・
物理環境調査および魚類の定量サンプリン
グ（昼夜連続）を実施する．藻場を構成する
植物群落（アマモ・ガラモ類）の繁茂状況（株
密度，葉長，湿重量，被度）を，コドラート
およびデジタルカメラを用いて計測する．魚
類の定量採集には巻網（高さ 2 m×幅 40 m）
を用いて，全国 26 ヶ所のサイトで実施して
いる統一的手法（業績 1,2,3,10）を適用する．
プランクトンネット(口径 0.3 m)，ソリネット
(網口0.3×0.4 m)，コアサンプラー(直径0.25 m)
により，浮遊プランクトン，葉上動物，底生
生物などの餌料生物群集を定量採集する．採
集物を生物群集ごとに計数・計測し，単位面
積あたりの個体数，バイオマスに換算する． 
 各栄養段階における優占種（魚類について
は筋肉，プランクトン以下の生物群では全
体）を安定同位体比（δ13C,δ15N）分析に供
するため，サブサンプルを現場にて凍結保存
する．京都大学生態学研究センターおよび愛
媛大学沿岸環境研究センターにおいて同位
体比分析を行う．捕食者の胃の中でも消化が
進行しない硬組織である耳石を利用し，耳石
解析システム(備品として予算計上)により魚
類の成長(生産)速度解析および被食魚のサイ
ズ・成長過程復元を実施する．大型の魚食性
魚類については，被食実態調査（被食班）に
供する． 
 以上の過程を通じて，コアサイトにおける
夏期の優占魚種と主要な栄養フローを特定
する（甲殻類－メバル類当歳魚－魚食性魚類
の食物連鎖が主要であると予測される）． 
（2）被食実態調査および高次捕食者への

栄養フロー定量評価（被食班） 
コアサイトにおける昼夜連続サンプリング
で得られた標本用いて，魚食性魚類の胃内容
物調査を行い，高次捕食者が得ているエネル
ギーの起源，割合を特定する．高次捕食者が
夜間に浅海域を索餌場として利用すること



を明らかにした近年の知見（業績 1,10）をも
とに，2-3 時間間隔で連続サンプリングを行
い，高次捕食者の日周摂食リズムを把握する．
捕食圧の日周（潮汐）変化に関するデータを
被食リスクの日周変動解析（変動班）に供す
る． 
捕食者の胃の中で消化が進んだ餌生物の体
長復元のために，体の各部の長さ−体長関係
式を構築する．消化が進みやすい魚類につい
ては，胃の中でも消化されない耳石のサイズ
をもとに，被食魚の体長・体重を逆算するた
めの耳石径-体長・体重関係式を種ごとに構築
する．種判別が困難な場合の同定には，DNA
分析（H22 年度，手法を瀬戸内海区水産研究
所と共同開発済み）を応用する． 
 （3）バイオテレメトリーによる高次捕食
者の移動追跡（行動班） 
魚食性魚類の捕獲を魚類班と共同で実施し，
主要な捕食者（H22 夏はアカメバル，クロソ
イ，スズキが優占）1 種につき最大 10 個体に
小型発信器を装着する．サイト周辺に設置し
た受信機を用いて，超音波テレメトリーによ
り捕食者の回遊範囲，浅海域の利用状況を個
体ごとに追跡する．近年開発した高精度位置
情報システム（AUSOMS Ver.3：三田村ほか，
H23 年度水産学会秋季大会にて口頭発表，リ
ース料を予算計上）により，捕食者の行動範
囲を数 m 単位で把握することが可能である
（水中植物が繁茂した状況でも行動追跡が
可能であることを H22 年度に当サイトで確
認済）． 
 （4）被食リスクの時空間変動解析（変動
班） 
 群集・被食・行動の各班で得られたデータ
をもとに，被食リスクの短期変動（潮汐・日
周サイクル）を解析する．群集・被食・行動
班と連携しつつフィールドワークを実施す
る．被食班・行動班が得た胃内容物データ（餌
生物の種組成，量）とその日周変動および捕
食者の活動リズムに基づいて，日間摂食量の
推定，被食リスクの日周（潮汐）変動モデル
を作成する．補足的に室内飼育実験を実施し
て，照度（日長）が魚類の活動（遊泳・摂餌）
に与える影響を評価する．飼育実験は，広島
大学竹原ステーションの水槽施設で実施す
る． 
（5）単一（砂浜）生態系における魚類群

集構造・食物網解析（砂浜班） 
コアサイト（複合生態系）との比較を目的と
して，単一の生態系（砂浜のみ）で構成され
る香川県西部沿岸海域における魚類群集構
造と食物網を解析する．2001 年以降継続して
いる魚類群集調査により，夏期の優占種が異
体類（ヒラメ，アラメガレイ等），ハゼ類（ヒ
メハゼ等）であることが明らかにされている
(業績 71)．コアサイトと同一の手法で魚類サ
ンプリングを実施し，魚類群集構造，食物網
解析を実施する．解析方法の詳細は，群集班
と同様とする．砂浜域では，底生甲殻類―異
体類稚魚・ハゼ類―魚食性魚類の食物連鎖が

卓越するものと予測される． 
 
４．研究成果 
平成 24 年度には，藻場を中心とする沿岸

生態系における魚類群集の主要な捕食者—
被捕食者を特定するための魚類群集調査と
胃内容物解析を実施した．瀬戸内海では，ア
マモ場繁茂する夏期において，メバル類が水
産業上重要でかつ優占する魚類であった．そ
の捕食者としては，メバル類，マアナゴなど
が優占した．広域的比較のために，我が国の
他地域（主に太平洋側，北海道〜鹿児島県の
計 13 箇所）において採集した標本を用いて，
魚類群集，捕食者の空間比較を実施した．そ
の結果，南日本（太平洋側では宮城県以南）
においては捕食者となりうる魚食性魚類の
個体密度，バイオマスが北日本に比べて小さ
いことが明らかとなった．得られた成果を，
関連する学会において口頭発表するととも
に，英文の学術雑誌に投稿した． 
平成 25 年度には，藻場を中心とする沿岸

生態系における魚類群集の主要な捕食者—
被捕食者を特定するための魚類群集調査と
胃内容物解析を広域的に実施するとともに，
季節変化の解析を併せて行った．その結果，
コアサイトとして季節別調査を実施した瀬
戸内海と北海道では，季節に関係なく捕食者
のバイオマスが夜間に増大することが明ら
かとなった．日中に比べて夜間に藻場を利用
する大型魚食性魚類が増加することにより，
小型魚類の被食リスクが高まる傾向が南北
サイト，季節で共通して認められたことは，
夜間の藻場において日中よりも捕食圧が高
まることが普遍的なものであることを支持
している．可能性が示唆された．得られた成
果を，関連する学会において口頭発表すると
ともに，英文の学術雑誌に投稿した． 
平成 26 年度には，複合生態系・単一生態

系間での魚類群集構造と食物網の比較を重
点的に実施した．生態系内の主要な捕食者
（スズキ，マアナゴ，メバル類などの底生魚
食性魚類）の活動リズム（日周，季節），餌
生物，捕食量をもとに，小型魚類が直面する
被食リスクの時空間変動を解析した． 
平成 27 年には，小型魚類およびその捕食

者の胃内容物解析，これらの餌料生物と想定
される生物群および溶存態有機物の安定同
位体比分析を通じて，複合生態系を構成する
各生態系・ハビタットにおける栄養フローの
定量評価を行った．また，4 年分の成果のと
りまとめを目的として，各地で実施した調査
結果をもとに，複合生態系および単一生態系
における食物網の時空間比較を行い，小さい
時空間スケールで変動が大きい特性を浮き
彫りにした． 
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