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Nippon Suisan Gakkaishi 53(2)， 189-194 (1987) 

陸奥湾におけるマガレイおよびマコガレイの

食物をめぐる種内の関係

高 橋 豊 美

(1986年 6月 11日受理)

Intraspecific Relationships fo1' Food in Righteye Flounde1's 

Limanda herzensteini and L. yokohamαe in Mutsu Bay 

Toyomi Takahashi* 

Intraspecifi乙rel品tionshipsfor food in right号yeflounders Limanda herzensteini and L. yokohamae 

in Mutsu Bay， Aomor・iPrefecture， vvere studied. 1n both sp邑cies，body length distributiol1S did 
not differ v巴rymuch among sea areas. 1n spring (May)， the size (by wet weight) of pr巴yinム her~

zensteini 3tO出品chswas independent of fish length. But in sum担 er，the prey siz記 ingested L. 
herzensteini became larger sequ♀ntially with increase of fish lengthヲindicatingthe existence of strong 

size selection for prey. The same was apparent f01" L. yokohamae園 Intensityof size selection of 
both speci田 W出 closelyrelated to the food 肝心labilityand the intensity of food requirem号ntin 
1・elationto their annuallife period. Namely， the size selection was found as high abundance offood 
and inactive feeding of fish. These resu1ts suggested that th阜 intraspecificcompetition fo1' food in 
L. herzensteini may possibly occur in spring but in s出血nerit becomes weak becaus号 theyingested 
pr邑yof different size with fish length. 011 the other hand， f01" L. yokohamaムconsideringthat in 
spring the kind of prey ingest巴dby them depended on fish length， it se印 18probable that ther己 is

less likelihood of intraspecific competition for food at least during spring and summer. 

動物の種内および種間関係は基本的には同じ栄主主段階

のものの聞にみられる競合関係と，具なる栄養段階の種

間にみられる捕食関係に分けられる。1) しかし外洋域

における魚類の競合関係については研究例が少なく，実

証された例もほとんどみられなし、。

著者らは青森県陸奥湾における底生魚類群集の主要種

であるマガレイ Luηandaherzensteiniとマコガレイ L.

yokohamaeの生物生産構造を解明することを日的としp

それらの生態的地位や種内および種間関係の解明に必要

と考えられる成魚と末成魚群の摂餌日周期 2) 生活年周

期戸分布と食性的および餌生物であるマグロベントスの

時空間分布5) 0こついて報告した。しかし当海域におけ

る底生魚類の資源状態は漁獲により大きく影響されてい

ると考えられ，競合の有無とその度合い，すなわち，相

互関係がもたらす個体群の個体数や生体量の動態を漁獲

の影響から峻別することは非常に困難である。このた

め，本研究で、はマガレイおよびマコガレイ成魚@未成魚

群の摂餌活動が非生物的および生物的環境要因とどのよ

うに連関しているのかを究明することにした。

今回は両種における体長組成の地域分布と胃中に出現

する餌生物のサイズ組成を解析し，これまでに報告した

知見3-5)を加えて同種の食物をめぐる程内の関係につい

て検討した。

本報告に当たり，有益な御意見と御助言を賜った北海

道大学水産学部元教授上野元一博土，同三島清吉教授，

同久新健一郎教授，同前田辰昭教授に対l"深甚なる謝

;誌を表する。また，調査の実施に当たり?御協力を賜っ

た青森県水産試験場および青森県水産部の各位ヲまた，

洋上で、の標本採集に当たって 9 多大な御協力を頂いた青

森県水産試験場調査船青鵬丸ならびに北海道大学水産学

部調査船うしお九の各位，当学部研究生中谷敏邦I亨土7

同大学院生土屋康弘，柳川延之，佐々木正義，富永 倍

の各氏ならびに昭和 52 年~58 年度講座学生諸氏に対

し心から感謝します。

材料およひ、方法

本報告で用いたマガレイおよびマコガレ/イ標本は1977

年8月から 1983年2月までの期間，陸奥湾 (Fig.1)で

青森県水産試験場調査船青鵬丸(19.94 トン)によるか

け廻し式底曳網および北海道大学水産学部調査船うしお

メ1.(97.78トン 3 のち?こ 107.85トン) ifこよるオ γ ター。

トロール網により採集された。漁具の仕様および曳絹方

法は前報4) で報告したものと同じである。マガレイおよ

びマコガレイの体長組成と年令組成を解析するため，各

ホ 北海道大学水産学部 (Faculty of Fisheriesラ HokJ正aidoUniv申1"sity，Minato 3， Hakodate 041， Japan). 
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Fig. 1. Map of Mutsu Bay， Aomori Prefecture， 
showing localities and contours of depth (m). 

Area-A; northern part of明'estBay， -B: 
southern part of羽'e呂tBay (Aomori Bay)， 
-C: western part of East Bajら -D:eastern 
part of East Bay. 

地点毎に原則と Lてそれぞれ約 100個体(漁獲が少ない

場合は全数)を無作為に拍出して凍結標本として持ち帰

り，解凍後，体長(全長 lmm単位)を測定し，年令

は耳石により査定した。胃内容物のサイズ組成は胃を摘

出後 10%のホノしマロン溶液で固定し，その中から胃の
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高橋

充満度が高く消化の進んでいなし、個体玄選んで胃中に出

現する餌生物の体重 (0.1mg単位)を測定して求めた

(マガレイ:4標本，マコガレイ 3標本)。なお3 その

際，欠損個体の体重を復元するためiこ，胃中における餌

生物の体幅 (0.01mm単位)を記録したほかp 採泥器

により得られたマクロベントス標本の一部について体重

と体幅を測定した。

結 果

年令組成および体長組成 1977 年，~1982年の夏む秋

季にかけ廻し式底曳網もしくはオッタ-.トロール網に

より採集された標本から，マガレイとマコガレイの体長

組成および年令(i両年令)組成の年変化をみた (Fig.2) 0 

ただし 1978年のマコガレイについては 4月の資料を

用いた。

マカ、レイの体長範囲は 74~356mm にわたっている

が，体長組成には比較的大きな年変化がみられるO すな

わI?， 1978年から 1979年にかけて体長モードがかなり

小さな方 (151~ 160 mm)へ移動している。これは 1979

年に 2年魚 (1977年発生の年級群)が卓越していたた

めでヲ この年級群は 1979年以降 1982年まで語、若手の主

構成員となっている O 年令範囲は 1~8 才であるが 6

才以上の個体の出現はごく稀であるO また，当才;魚は沖

合域ではほとんど、採集されず，出現が認められた場合で、

(8) 
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Fig. 3. Frequency distribution of body length in Limancla herzensteini， by month and area， from 
August 1977 to February 1983. Area-A: north己主npart of West Bay， -B: southem par‘t of 
羽lestBay (Aomori Bay)， -C: western part of East B且y，-D: eastern part ofEast Bay. c: num咽

ber of fish caught， n: number of fish measured， nd: no data. 
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lFig.品。 Frequencydistribution of body length in Limancla yokohal17aeヲ bymonth and area， from 

August 1977 to February 1983. Area-A: north号rnpart of West Bay， -B: southern part of 
W巴stBay (Aomori Bay)， -C: western p乱rtof East Bay， -D: 匂乱sternpart of East Bay. む:

number of fish caughtヲ n:number of fish measUI吋ラ nd:110 data. 



権-

れらとは別に，摂食される餌生物の大きさが捕食者の体

長によってどのように変化しているのかとL、う問題は種

内の食物関係を明らかにする上で重要と考えられる。そ

して，この関係を明らかにするためには，ー，二の主要

餌種についてのみ吟味するのでは不十分であり，胃内容

物全体を検討する必要がある。

マガレイおよびマコガレイ両種の餌生物の形状は様々

であるため，餌生物の大きさの目安として各個体の体重

を求めた。ただし摂食されていた生物のうち，ホソタ

ケフシ Maldanesarsiは体前部から怯いちぎられたも

のも多く，ギボシイソメ類 Lumbr・iner記出ラヨツバネ二九

ピォ Paraprionospiopinnataおよびクシノハクモヒト

デ Ophiurαlanbergiについても欠損個体がかなり認め

られた。このため，採泥器により得られた無欠損個体に

ついてホソタケフシは第 2剛毛節3 ギボシイソメ類とヨ

ツパネスピオは第5剛毛節の体幅， グシノハクモヒトデ

で、は体盤の直径をそれぞれ測定し，各{本部位の測定値と

体重との関係を求め，欠損個体の体重を復元した。求め

た回帰式は下記の通りであり，いずれも高い正の相関を

口

[1'"可

も満 l年を迎える直前のものであった。一方3 マコガレ

イの体長範囲は 41~400mm にわたっており，年令群

と対応した体長モードがみられるO これはマコガレイで

は年間成長量が大きく，また 2年魚までは雌雄による

成長差がそれほど大きくないためであるO 年令範囲は

O~7 才であり，このうち 1~3 年魚、が主群をなすが，年

令組成の年変動が大きく，それに伴って体長組成の年変

化も顕著であるO

次にマガレイの月別，水域別体長組成 (Fig.3) をみ

ると， 1979 年 5 月 ~1980 年 10 月の期間， 1977年発

生の年級群が著しく卓越しており(前述)，水域による体

長組成の差異はほとんど認められなし、。 他の期間におい

ても東湾では小型魚の割合が高い傾向が認められたが，

体長組成の水域差はそれほとや明瞭で、はなかった。一方，

マコガレイでも分布が西湾および東湾の両水域にみられ

る場合では小型魚の割合が東湾ではかなり高くなってい

たが， 1979年 5月以降は京湾に分布が集中しており?

水域による体長組成の差異はほとんど認められなかっ
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示している O

た (Fig.4)。
胃内容物のサイズ組j成 胃内容物の種組成および餌種

に対する摂餌の選択性については前報4) で述べたが，こ
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Fig. 5. Frequency distribution of body weight of food organisms from stomachs of Limanda 
herzensteini， by size of fish， at four stations in Mutsu B昌yin May und， August 1982. n: numb釘

of food organisms measured. 

BODY 
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クシノハクモヒトデ logY=2.9121og X 

-2切 257(rニ 0.999)

ただし，Xは体幅もしくは体盤径 mm，Yは体重mg

であり，測定個体数は 25~50 個体であった。

1982年 5月および8月に得られたマガレイにおける

胃内容物のサイズ組成を体長階級別にみると，体長の増

加に伴う餌生物サイズの変化は季節により大きく異なっ

ている (Fig個 5)。すなわち， 8月では体長 120mm

ギボシイソメ類 logY=3.0341ogX 

-1.564 (r=O.970) 

ヨツバネスピオ logY=3 .5481og X 

-2.393 (r=O.980) 

1982 May 

ST.MPLE-巨
50ト

lL(」二L

O 

50 

n d 

一一 n = 8 1 
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下の魚が摂食していた餌生物は 5mg以下の小型個体が

卓越しているが，体長の増加に伴って餌生物のサイズは

次第により大きなものへ移行しているO しかし 5月で

はいずれの体長階扱で、も餌生物サイズがそれほど異なっ

ていなし、。このような傾向はマコガレイについても同様

であった (Fig.6)。

察ご色ι
ザ告ラ

以

当海域のマガレイとマコガレイは冬季聞には津軽暖流

水の影響下にある西湾を中心に分布する。春季にはマガ

レイは京湾西部へ移動する場合もあるが西湾を中心と

マコガレイは京湾へ移動する 04) このような両種にし，
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みられる東i脊方向への移動もしくは分散行動は餌料条件

の良い東湾5) を利用して摂餌空間を広げることにより 9

摂餌効率を高めるための適応的行動であると考えられ

るO マガレイとマコガレイの体長組成は両種ともに一年

を通じて顕著な水域差を示していなかった。つまり 3 体

長の大きさによる生息地の分離傾向はそれほど認められ

ない。また， ~Í]平良心で述べたように，同種ともに餌種に

対する摂餌選択性は体長によって差異がみらわしたが，マ

ガレイにおける各体長階級の胃内容物組成は類似してい

る場合が多く，餌種に対する喰い分げは顕著ではなかっ

た。しかしマコガレイは春季から秋季の主分布域であ

る東湾では体長が大きな個体ほどギボシイソメ類の重量

比率がかなり増加していた04J 一方，摂食されていた餌

の大きさを検討した結果，マガレイおよびマコガレイと

もに春季では魚体の大きさにかかわらず餌のサイズ組成

はほぼ同様であった。しかし両種ともに夏季では魚体

が大きなものほど大型の餌を摂食しており 3 程内におけ

るサイズ選択の相違が明瞭に現れて¥，、た。これに関連し

て， V/ernerら6) は室内実験から， Bartellら7)および

Bartell日)は野外調査の結果からグロマス科の一種 Blue回

gill Lepomis macrochirusでは環境中の餌の豊度が高く

なるとサイズ選択が強まることを報告しまた， Brooks9) 

と Conferら10)もそれぞれニシン科の一種 Alewife

Alosa pseudoharengusと PumpkinseedLepomis gib-

bosusについて同様の実験結果を得ているO

これまでの研究結果によれば，当海域における春季の

マガレイは餌料要求度が非常に高いが 3 餌生物量はそれ

ほど多い時期となっていないのに対し夏季は餌料要求

度が次第に低下する時期であるのに餌生物量は一年のう

ちでほぼ最大値を示す。3，5)すなわち，春季は餌を選択で

きる条件に乏しく，餌に対する謹白の競合が高まり，夏

季では銅料条件が良好なため口器の大きさに合った餌を

選択的に摂食することができ，その結果p 食物に対する

種内の競合が緩和されているO 一方，マコガレイの餌料

要求度はマガレイとほぼ同様の季節変化を示すが，その

主分布域の東湾では 1980年秋季以降，一年を通じて餌

生物量は高水準となっている。3，5) また7 手持ちの資料ーに

よれば，マコガレイの資源量は近年，低い水準で推移し

ていることなどから，春季では餌種に対する喰い分けを

示し，餌料要求度の低下する夏季では餌料条件がさらに

良好となるため3 餌種および餌サイズの両方にわたって

選択的な捕食をすることができる結果3 種内の競合が避

けられているものと考えられる。

以上から，マガレイでは特に春季には程内における競

合が生ずる可能性が考えられるが，マコガレイでは餌料

条件が良好なため競合が生じにくい条件下にあると推察

された。これらのことは当海域に生息するマガレイおよ

びマコガレイにおける種内関係の重要な一面を示してお

り，両種の生物生産特性をみる上で注目される点であろ

う。なお，次回はマガレイおよびマコガレイの摂餌と生

存に及ぼす水温の影響について報告する予定である。
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