
  
  マイワシの初期生活期を中心とする再生産過程に関する研

究

  誌名 中央水産研究所研究報告
ISSN 09158014
著者名 黒田,一紀
発行元 水産庁中央水産研究所
巻/号 3号
掲載ページ p. 25-278
発行年月 1991年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



25 

中央本研研究報第3号25-278頁平成3年12月
Bull Natl. Res. Inst. Fish S口， No.3,25～278Dec., 1991 

マイワシの初期生活期を中心とする再生産過程に関する研究

黒田一紀車

Studies on the Recruitment Process Focusing on 

the Early Life History of the Japanese Sardine, 

Sardinops melanostictus (SCHLEGEL) 

Kazunori KuRODA 

Abstract: In this study, clarification and consideration of the recruitment process in relation 

to the stock fluctuation of the Japanes巴 sardine,which is one of the important pelagic fish in 

Japan was made. Recruitment mechanism for the sardine, namely the mechanism of the stock 

fluctuation has not been sufficiently explained, because there were few basic biological charac-

teristics for many ecological results obtained up to present. More important thing in the sar-

dine study at present is to estimate the past biological or ecological results again in order to 

find out new biological characteristics from them and to analyze the recruitment mechanism by 

a systematic integration of the basic characters. Some factors regarding the fluctuation in the 

recruitment process from the egg period to adding as a one-year-old fish from the viewpoints 

of the interrelations between physical and biological environment and the life history of the 

Japanese sardine were studied. 

Most of the data are from the spawning survey which have been carried out by the Marine 

Resources Division of the Tokai Re伊onalFisheries Laboratory and the ichthyoplankton survey 

within a 200 mile area from Japan under the guidance of the Fisheries Agency. 

Consideration was given to the recruitment mechanism related to the stock fluctuation on 

the basis of two important points, so as to clarify the status in taxonomy, morphology, early 

development, life cycle, developmental stages, distribution, migration, spawning characters, 

early mortality and the recruitment process of the Japanese sardine, and moreover, to analyze 

some environmental or ecological factors related to mortality during the recruitment process. 
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Synopsis 

The contents of this paper are outlined as follows. 

I. Taxonomy and distribution of the genera Sardinops and Sardina 

( 1 ) Taxonomy 

According to the history of taxonomical study on the sardine genera of the 

world, the cognitions to the sardine species are different among taxonomists at pre-

sent, because there were no basic taxonomical studies after C.L. Hubbs who founded 

the genus Sardinops in 1929. In future, the taxonomical study on the basis of mor-

phological and newly biochemical methods will be necessary to develop by using 

enough sardine samples in the world. 

(2) Distribution 

The sardine species live mainly in the temperate zone of the world. The two 

genera and six species are well known: the Japanese sardine, Sardinops melanostictus 

(Schlegel, 1846) around Japan and in the northwestern Pacific Ocean; the California 

sardine, S. caeruleus (Girard, 1854) in the sea o妊 thewest coast of North America; 

the South American sardine, S. sagax (Jenyns, 1842) in the sea off the west coast of 

South America; the Australian sardine, S. neopilchardus (Steindachner, 1879) 

around NewZealand and in the sea south of Australia; the South A台icansardine, S. 

ocellatus (Pappe, 1854), in the sea off the southwest coast of Africa; European sar・

dine, Sardina pilchard凶（Walbaum,1792) in the coastal area of Europe and in the 

Mediterranean Sea. 

The Japanese sardine has a possibility to migrate and plant in the central east巴rn

area of north Pacific Ocean during the high-level period of the stock. In the cold 

climate period, there is a possibility to mingle the California sardine with the South 

American sardine, and the European sardine with the South African sardine which 

lives in the both northern or southern hemisphere. 

II. The outline of a life history 

( 1 ) Early development 

I studied in detail about relative growth to body length, the development of 

meristic characters such as fin ray system, the formatiori of organs and the develop-

ment of pigmentation and so on by observing some morphological changes accompa-

nied with the development in the periods of larvae and juveniles below 90mm TL. 

As a result, the prelarva finishes to absorb the yolk, and it transforms the postlarva 

after its ey田 becomeblack and its mouth opens in 4mm TL. The metamorphosis 

accompanied with more changeable characters occurs during the period of 30 to 
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SOmm TL. The finding period of metamorphosis is about 55mm TL. In this paper, 

the juvenile period are defined as a period of the young-of-year after metamorpho-

SlS. 

(2) Developmen旬ls旬ges

I revised the developmental stage of the sardin巴 onthe basis of informations on 

early development and divided into the five stages of egg, larva (prelarva and post-

larva), juvenile, immature and adult. And I noted putting in order the range of 

body length, vernacular names, morphological or ecological characters on each de-

velopmental stage. 

(3) Growth 

The relation between daily rings (X) on otolith and total length (TL) was ex-

pressed as follows on 94 larval samples of 11 to 29mm TL collected on April of 1985 

and 1988 ; TL=0.696X +0.486 r=0.90 

Daily mean growth rate is calculated about 0.70mm per day which value has no 

significant difference from 0.67mm per day reported by Hayashi et al. (1989). 

III. Biological characteristics 

(1) St叫匙 fluctuationsuggested by fisheries statistics 

1 ) The Japanese sardine 

The periodic fluctuations of the Japanese sardine with a”period”of 50 to 100 

years (mean: about 70 years) are known from the results investigated in ancient re-

ferences on sardine fishing conditions after the 16th century (Ito, 1961 ; Tsuboi, 

1987・1988). After the fisheries statistics in Japan began on 1905, the rich catch of 

the sardine presented prosperously in the 1930’s and the recent 1980’s.τbe historic-

al catch of the sardine with periodic fluctuations shows that the sardine does not 

fluctuate by fishing efforts but by natural changes. 

2 ) Sardines in the world 

According to yearly changes of the sardine catches by FAO statistics during 1961 

to 1986, the three species except the Australian sardine live in the Pacific Ocean and 

show the same increasing/decreasing tendency, which agreed with the result by 

Kawasaki (1982) and Kawasaki and Omori (1986). However, the European and 

South African sardines show different tendency from the three species. 

(2) Distribution 

According to some informations on distribution in the high-level stock period of 

the 1930’s and the present 1980’s and the low-level stock period of the 1960’s, it is 

clear that the range of distribution is remarkably different between the high叩 idlow-
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level stock periods. 

The Japanese sardine is widely distributed in the northwestern Pacific Ocean 

containing the surrounding sea of Japan in the high-level stock period. Reversely, 

the distribution area is restricted in the coastal area south of middle Japan in the 

low咽 levelstock period. 

( 3) Migration 

The sardine distributes in the water from l0°C to 20℃ in the high-level stock 

period. It migrates northwardly to the transition area, between the Oyashio and the 

Kuroshio and the subarctic areas and feeds there during spring to summer. It mi-

grates southwardly during autumn to winter. Adult fish migrate to spawning 

grounds along the Pacific coast of southern Japan and immature fish migrate for 

wintering to Kashimanada. On the other hand, juvenile fish (sardine young-of-year) 

have a tendency or dispersing and drifting to distant area of the Kuroshio Extension 

in the northwestern Pacific Ocean. This fact was proved from the larval distribution 

in 1986. 

( 4) Mixture of subpopulation 

It is presumed that the Japanese sardine has two subpopulations in the Tsushima 

Warm Current area and the Kuroshio Current area in the high-level stock period. 

These subpopulations have a high possibility to mingle with in the following three 

areas; the first is in the Tsugaru Warm Current area from the coastal area of north-

em Sanriku to the west of Cape Erimo in Hokkaido containing Funka Bay during 

June to November, the second is in the sea of the central pa此 ofOkhotsk Sea from 

the southern Kuril Islands during June to September; the third is in the sea from Sat-

sunan area to Amakusanada or Gotonada during December to March. Especially, 

the third area is most important, for spawning sardines from the both subpopulations 

have a possibility to crossbreed around Satsunan area. 

(5) Spawning characteristics 

1 ) Historical yearly changes of spawning grounds 

① According to yearly changes of sardine spawning grounds, it ascertained as the 

major informations that Nakai (1981) discovered a large spawning ground in Sastu-

nan area during 1937 to 1940. There were the main four spawning grounds around 

Japan, namely, the sea off Boso Peninsula from Izu Islands, Tosa Bay, the sea off 

northern Kyushu to Sanin District and the sea around Noto Peninsula in the low-

level stock period (Ito, 1961), and the main sardine spawning grounds around Japan 

move clockwise in relation to the movement of adult fish and its period agree with 

about 70 year’s cycle of the stock fluctuation (Nakai, 1962a; Tsuboi, 1987・1988).

② Main spawning grounds along the Pacific coast of southern Japan look like to 
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shift eveηthree to five years. In short, after the phenomenon of abnormal cold 

water in 1963, main spawning grounds newly changed for Kii Channel (1965-1967), 

Tosa Bay (1968-1971), Kii Channel to Hyuganada (1972・1975),Kumanonada to Boso 

Peninsula (1976-1980), Satsunan area (1981・1984),and Kuroshio main Current area 

off Shikoku and Kii Peninsula (1985-1989). 

In this process, the most characteristic phenomenon is for the sardine to spawn 

in the Kuroshio area which was not described in the spawning investigation during 

1937 to 1944. Some cases are reported that spawning adult fish may move before 

spawning grounds shift. It is presumed the both phenomena have a close relation. 

And, sardine spawning in the Kuroshio area may occur in order that adult fish move 

into the Kuroshio area by increasing in density of adult fish in coastal area of south-

emJap佃 ．

2 ) Several factors a妊ectingthe formation and shift of main spawning grounds 

Necessa勾 conditionsto form spawning grounds continuously eveηyear釘 e

homing as a biological factor and the stability of living environments as an abiotic 

factor. On the other hand, conditions that spawning grounds move from year to 

year are increase in densities of the same fish and other pelagic fishes and change in 

the period of the seasonal life cycle as biological factors and instability or deteriora-

tion of environments as an abiotic factor, namely fluctuation of Kuroshio path and 

trends of yearly mean water temperature in the spawning grounds. Spawning 

grounds of the sardine had some clear tendencies to enlarge and keep at the period 

of the A-type Kuroshio path, to reduce and/or shift southward at the period of the 

C-type path and enlarge southward at the period of the N-type path. 

3 ) Spatial shift of spawning grounds 

The spawning grounds change in area during October to August in the high-

level stock period. Initial spawning begins around Tosa Bay and Kii Channel in 

November, and enlarges to Hyuganada or Bungo Channel centered in Tosa Bay in 

December. In January, next spawning grounds are formed from the coastal area to 

the Kuroshio area in Satsunan, and February spawning are found in the Kuroshio 

main current area o妊 Hyuganadato Kii Peninsula and spawning grounds are widely 

distributaed along the Pacific coast off Boso Peninsula from Satsunan area. In 

March, new spawning grounds add in Kashimanada and the Kuroshio area off En-

shunada. In April, no spawning ground in the Kuroshio appears and the spawning 

intensity is strong in the coastal area containing embayments and spawning is 

prosperous in the sea from Izu Islands to Kashimanada. The spawning areas occurr-

ing in July to August are located in the sea near Cape lnubo and at the entrance of 

Tokyo Bay. 
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4 ) Egg abundance 

The egg abundance in the east sea of Cape Shionomisaki was estimated every 

year from 1950. According to the yearly changes, it was large in the s巴anear Cape 

lnubo during 1960 to 1962, but it kept at the lowest level during 1965 to 1971. It in-

creased remarkably after 1972 and reached the peak in 1978. After 1978 it recorded 

the minimum in 1982 and afterwards is increasing. The major cause of increasing 

after 1982 is due to spawning in the Kuroshio main cu汀ent.

The egg abundance along the Pacific coast from Satsunan area to Kashimanada 

was estimated after 1978. According to yearly changes, it keeps the same high-level 

during 1980 to 1983, reached the peak of the spawning intensity in 1986 and after-

wards kept in the high-level to 1988. 

5 ) Spawning period 

The sardine spawning period along the Pacific coast is from January to May 

(peak at February to March) in Satsunan area, and from October to August (peak at 

February) in Hyuganada to Kii Channel, and from October to July (peak at March 

to April) in Kumanonada to Kashimanada. Generally, the main spawning occurs in 

February to March along the Pacific coast and also the spawning in November to 

December is remarkable in Hyuganada to Kii Channel. 

The spawning period at the high-level stock was almost th巴 sameas the period 

at the low-level stock reported by Ito (1961). But, the main spawning season in the 

Japan Sea is apt to be about one month later than that along the Pacific coast, prob-

ably because of the difference in water temperature. 

According to the long-term changes of spawning months in Kumanonada to 

Kashimanada, the main spawning month was in April at the low-level stock period 

and mainly in March at the high-level stock period. Generally, the spawning month 

fluctuates with difference of about one month between the both level stock period. 

Also, the spa問 tingseason in the both Tsushima Warm Current area and the 

Kuroshio Current area has a tendency to be earlier in the upstream region than in 

downs tr巴amregion of the Currents. And, the differences are about two months in 

the Kuroshio Current area. 

6 ) Spawning water temperature 

The spawning temperature at the increasing and high-level stock periods were 11 

to 21°C (mainly, 15 to 19℃）along the Pacific coast, 16 to 21℃（mainly, 17 to 19℃） 

in Satsunan area, 14 to 20℃（mainly 15 to 19℃） in Hyuganada to Kii Channel, and 

11to19℃（maily, 13 to 17℃。） in Kumanonada to Kashimanada. Hyuganada to Kii 

Channel is favorable for spawning in the Pacific coast, because the temperature is 

moderate. At the high-1巴velstock period, warmer temperatures of 18℃ in the east 

area of Cape Shionomisaki and of 19 to 20℃ in the west occur so that main spawn-
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ing grounds are form巴din the Kuroshio main current area and Satsunan area. 

On the other hand, the salinity of the spawning grounds along the Pacific coast 

of southern Japan is within the range of 34.1 to 34.9 %0 (mainly, 34.7 to 34.8 

%。）, though there are few data on spawning salinity. 

7 ) Spawning environments 

Spawning environment in the Pacific coast is in the range of 13 to 21℃ in 

t巴mperature,33.4 to 34.9 %。 insalinity, 24.2 to 26.4 in density in situ. But, if sett司

ing a limiting time and area, more favorabl巴spawningrange may b巴comenarrower. 

Salinity has not larger influence to the spawning than water temperature, but it is a 

future task to examine about undeniable effects of salinity. 

( 6) Variation of biological characters induc吋 bythe stock level fluctuation 

There are each life history in the both high-lev巴land low-level stock periods. 

Namely, the sardine migrates and distributes widely at the high-stock level. Growth 

tends to be late and matur巴ageshifts from two years old to three. The egg abund-

ance spawned increases greatly and spawning grounds shift southwardly and enlarge, 

main spawning grounds are formed in Satsunan area and the Kuroshio main current 

area where th巴ydo not pr巴sentat the low-level stock period. Spawning season 

tends to be earlier and the spawning temperatur巴becomeswarmer. One the other 

hand, the reverse phenomena appear at the low-level stock period. 

IV. Estimation and contents on survival and joining in the recruitment process 

( 1 ) Early survival process 

1 ) Yearly changes of egg and larval abundances 

Egg and larval abundances were studied in the seas from Satsunan area to Kii 

Channel and from Kumanonada to Kashimanada on the basis of two kinds of data 

obtained during 1970 to 1980 and 1978 to 1988 in order to clarify the contents of 

mortality at the early life stage. 

The egg abundance in Satsunan area to Kii Channel was generally leveling off, 

but more on 1976 and less on 1972 and 1977 in the 1970’s. Increasing on the whole 

after 1978, it was striking in the reduction of 1979, 1983, 1987 and th巴 increaseof 

1986. Pre-and post-larval abundances tend to increase gradually in the 1970’s, 

namely more on 1971, 1973, 1975, 1978, 1979 and less on 1972, 1974, 1977. After 

1978, prelarval abundance was striking in the reduction of 1979, 1984, 1985, 1987 

and the increase of 1981 to 1983, 1986. In case of the postlarval abundance, reduc-

tion occurs in 1978, 1983 to 1985, 1987, 1988 and increase in 1980 to 1982, 1986. 

The Phenomenon on the reduction in the sardine shirasu stage caught in March to 

April and in the young-oιyear caught in summer to autumn agrees with the reduc-

tion of postlarval abundance in the sea along the Pacific coast of southern Japan. 
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The egg abundance in Kumanonada to Kashimanada in the 1970’s incr巴asesin 

1973 to 1974 and reaches the peak in 1977, and decreases to the bottom in 1982 

lowering after 1978. Afterwards, it reached th巴 P巴akagain in 1986 and keep the 

high-level thereafter. The larval abundance shows the same tendency increasing to 

1975 as egg one, and after 1976 the prelarval abundance levels off or decreases gra-

dually, but the postlarval abundance shows a gradual increase. After 1978, the pre-

larval one has a same tendency as the egg one, but the postlarval one increases from 

1978 to 1982. 

2 ) Yearly changes of larval composition in body length 

According to larval composition in body length collected by a Marunaka net 

with the mouth diameter of 60cm along the Pacific coast of southern Japan in the 

main spawning periods of 1971 to 1984, the available body length is about 15mm TL 

as the maximum length is almost 20mm in total length. In this report, the postlarvae 

to lOmm in TL are studi巴din their measured data. It is found that the mode of the 

total length changes from year to year and relates with spawning months. 

3) Yeary changes of survival curves during egg to larval periods in the 1970’s 

Early survival of the postlarva to 1仇nmin TL along the Pacific coast in 1970 to 

1978 was good in next turns, 1978 > 1977 > 1975 > 1973 > 1974 > 1976 > 1971 > 

1972. Reverse relations appear frequently between early survivals in the seas of 

Satsunan area to Kii Channel and Kumanonada to Kashimanada. 

4 ) Temporal and spatial variation in survival indices during egg to larval period 

The relation of the egg abundance(E) with the postlarval one(PL) to lOmm in 

TL along the Pacific coast of southern Japan is expressed as follows ; PL = 0.0123E 

Survival indices are in the range of 0.0181 to 0.0027 and 0.0123 in average. Name-

ly, the survival rates have the yearly difference by 6 to 7 times, but a positive rela-

tion is high between egg abundance and postlarva to lOmm in TL. Mean survival 

rates are ordered by 1987 > 1980 > 1982 > 1979 > 1986 > 1983 > 1988 > 1981 > 

1985 > 1984 > 1978. 

Survival indices at the hatching period and the yolk absorption period showed a 

clear di妊erencebetween years before 1982 and after 1983. Namely, in the former 

years survival indic泡sat the yolk absorption period were high in 1980 to 1982 and in 

the latter years the survival indices at the hatching period are high in 1983 to 1984. 

The early survival indices along the Pacific coast of southern Japan were highest in 

Kumanonada to Kashimanada, lowest in Hyuganada to Kii Channel and moderate in 

Satsunan area. 

5 ) Survival rates in the egg period 
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The mean survival rates in the egg period along the Pacific coast of southern 

Japan from Satsunan area to Kashimanada calculated by the Watanabe’s (1983) 

method were in the range of 0.702 to 0.959. Survival rates w巴relow before 1982 

and high after 1983. It may be related with the rise of water temperature after 

1984. 

6 ) Monthly changes of survival indices in a spawning period 

Early survival indices by month along the Pacific coast of southern Japan were 

good during February to April (best in March), better in December and good in May 

to June in order. In short, February to March which are prosperous in spawning 

are best for the early survival. 

7 ) Distributional properties of prelarvae and postlarvae to Smm in TL 

According to the results from investigation in the main spawning period during 

1971 to 1984, dispersal of larvae by the Kuroshio depended clearly upon increasing 

egg abundance spawned. It is presumed that dispersal of larvae by the Kuroshio 

forms a part of the sardine life cycle, as there are some tendencies to disperse by the 

Kuroshio at a few larval abundance. 

8 ) Ratios and an index of larval distribution in both the coastal and Kuroshio area 

Pre-and post-larval abundances along the Pacific coast of southern Japan during 

1978 to 1988 reached the peak in 1986 increasing gradually from year to year. The 

level of abundance in 1987 and 1988 kept high. During 1986 to 1988, larvae widely 

distributed in the coastal and Kuroshio area. The larvae in the Kuroshio area were 

more abundant than those in the coastal area, except for the prelarvae in 1986. If 

the larvae in the Kuroshio area are mortal for predation and larvae in the coastal 

area succeeds in survival, larval abundances (effective indices of larval distribution) 

in 1987 and 1988 are below the same level as before 1984 in prelarvae and as before 

1980 in postlarvae. It is showed that the effective abundance of larvae may depend 

upon the area dispersing by the Kuroshio, considering more egg abundance and bet-

ter early survival. 

(2) Contents in the joining process 

1 ) Areal properties of sardine shirasu catch 

According to recent fishing conditions in the sardine shirasu fishing grounds of 

Hyuganada, Kii Channel and Enshunada along the Pacific coast, the sardine shirasu 

appears during November to June, and more abundant during January to May with a 

peak in Apr!. The areal properties appears clearly that the sardine shirasu catch 

fluctuates enormously, as recruitment of the sardine shirasu in th巴 fishinggrounds 

depends on the巴ggabundance, shift of spawning grounds and change of the 
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Kuroshio paths. 

2) Yearly changes of the sardine young-of-year (juvenile) 

Sardine juveniles along the Pacific coast of southern Japan are dispersed by the 

Kuroshio and the major part of them migrate in the Kuroshio Extension area and 

other part of them migrate into Osaka Bay, lse Bay, Sagami Bay and so on along 

the Pacific coast during April to December. The main appearance months are in 

summer, namely July to September in Osaka Bay, July to August in Ise Bay and 

June to September in Sagami Bay. On the other hand, juveniles in the sea off east-

em Hokkaido appear during August to October with its peak in October and have a 

different occurrence from the above areas. The peak years of yearly occuηence 

were 1980 in Ise Bay, 1982 in Osaka Bay and Sagami Bay and 1985 in the sea off 

eastern Hokkaido. In 1980, a remarkable increasing phenomenon of sardine juve-

niles occurred at any place. 

3 ) Appearance of one -year-old fish 

According to the yearly catches of one -y巴ar-oldfish caught by purse seine in 

the seas o妊 Sanriku(Miyagi Prefecture), Kashimanada (Chiba Prefecture) and off 

southeastern Hokkaido in the 1980’s, the level of them as a recruitment stock are 

high in the following order ; 1980 > 1986 > 1985 > 1983 > 1981 > 1987 > 1982 > 

1984 > 1988. 

4 ) Dominant year-classes 

As the fishing ground in the sea off southeastern Hokkaido is so large, occupy-

ing about one forth of the sardine catches around Japan, the fish migrating there 

show almost the conditions of the Japanese sardine stock in the northwestern Pacific. 

According to yearly estimation of the stock level in the 1970’s and the 1980’s as 

an index of accumulated fish caught in number from the three years old fish of each 

year-class, year-class abundances in the 1970’s are more in the following order; 1977> 

1976 > 1975 > 1978 > 1979. And in case of the 1980’s ; 1980 > 1981キ 1985> 

1983 > 1984 > 1982. The year-class abundance of 1986 is presumed to be bet-

ween the year-classes of 1983 and 1984. 

The dominant year-classes during the 1970’s and the 1980’s occurred in 1972, 

1975, 1977, 1980, 1981, 1985 and the year-class of 1980 was especially dominant. 

5 ) Age composition of sardine population 

The age composition in 1976 was centered at one or two-year-old young fish and 

multi-age group fish appeared in 1979 and 1980. In 1984, the dominant year-classes 

are mainly composed of 1980 and 1981 and after 1985, a dominant year class of 1985 

occupied main components with four-year-old fish. A year-class of 1979 was ex・
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tremely rare. 

6) Reduction of 1988 year-class fish 

Large recruitment abundance was expected by high egg and larval abundance of 

1988 year-class and rich catch of the sardine shirasu in Enshunada, but the recruit-

ment abundance as one-year-old fish was extremely few. It is presumed that there 

was remarkable mortality in larval and juvenile periods. This fact may be supported 

from the same reduction of juveniles in the subarctic area investigated by TINRO of 

USSR. 

V. Survival factors in the recruitment process 

( 1 ) Hydrographical factors 

1 ) Areal properties 

The Kuroshio flows near the Pacific coast of southern Japan, and there is a 

warm water mass off Shikoku outside the Kuroshio and a cold water mass o妊 Enshu-

nada inside. Oceanographic conditions and marine organisms are under the strong 

influence of the Kuroshio which generates the cold water mass off Enshunada inside 

the Kuroshio and changes its paths. 

2 ) Oceanogrephic properties in winter 

The author extracted some oceanographic properties in winter by contrast with 

them in summer. 

① Surface salinity is highest in a year and its fluctuation is extremely small. 

② Water temperature is lowest in a year. It is higher than air temperature in win-

ter and the difference betwe巴nboth temperatures is biggest in a year. The surface 

water t巴mperatureis an important巴nvironmentalfactor, because the density in situ 

depends mainly on the water temperature in winter. In February to March when 

the sardine spawning occurs mainly, water temperature is lowest in a year. 

③ The gradient of water temperature is most remarkable along the front of the 

Kuroshio. The frontal zone of the Kuroshio with remarkable chang巴sis important 

for transportation of biotic communities. 

④ Frontal zone of the Kuroshio known as the current rip has a convergent e能 ct

(Tomosada et al., 1986) and accumulates plankton, ichthyoplankton and other 

marine organisms and floating materials (Uda, 1938). 

⑤ Frontal eddies are formed near the frontal zone of the Kuroshio and important 

to entrain coastal water and to supply some nutrient substances from subsurface 

layers (Kawai, 1955; Yamamoto, 1984; Sasaki et al., 1985). 

⑥ The winter is a season to develop in vertical mixing by convection of sea water 

and to deepen most surface mixing layers in a year. But, there is a surface stratum 

at the warmer zone near the Kuroshio front and there phytoplankton multiply active-

35 



36 黒田一紀

ly in winter (Kuroda et al, 1985). 

3 ) Yearly changes of the water temperature in spawning grounds 

① In yearly changes of water temperature in this area, dominant years of negative 

deviation from the yearly mean: 1970, 1980～ 1986 (especially, 1970, 1984) and domi-

nant years of positive deviation仕omthe yearly mean: 1976 -1979, 1987～ 1989 

(especially, 1979, 1988). 

② The deviation values of water temperature in the western area of Cape Shiono-

misaki are larger than them in the east. 

③ There are more years with the negative deviations of water temperature in 

northern areas and with the positive deviations of it in southern areas. 

④ Tosa Bay, Kii Channel and Kumanonada are an intermediate area between the 

northern and southern areas, and there are more years with a tendency of negative 

small deviations from the yearly mean t巴mperature.

⑤ It is presumed that the continuous tendencies of the positive deviations of water 

temperature in Satsunan area in the 1970’s and around Izu Islands to Enshunada 

during 1976 to 1979 are related to the formation of main spawning grounds. 

⑥ Years generating dominant year-classes do not show positive deviations from the 

yearly mean temperature but negative, on the whole. 

4 ) Long-term trends of water temperature and egg abundance 

It was pointed out that egg abundance has an increasing tendency in warmer 

period of water temperature between the spawning intensity and the long-term varia-

tion of water temperature in Satsunan area and around Izu Islands. Such a fact sup-

ports that th巴 Japanesesardine stock may increase in the warmer climate, as shown 

in the South American pilchard. 

5 ) Surface current system and dispersion by transport 

It is considered that surface currents have an effect on the dispersion by trans-

port to the three areas with different early mortalities, that is, the coastal, the 

Kuroshio main current and the Kuroshio offshore areas. Using a mean current 

model by means of the current characters on the three Kuroshio paths (after 

Kobayashi, 1986), the author studied about the dispersion of egg and larvae by trans-

port from spawning grounds in the main spawning months during 1971 to 1984. The 

author divided the larval dispersing area after five days from spawning grounds into 

the four areas, that is, coastal, a cold water mass area off Enshunada, Kuroshio main 

current area and Kuroshio offshore area. 

The remaining rate of larvae in the coastal area reduced remarkably, but that in 

the Kuroshio main current area showed an increasing tendency yearly, especially in 

1978, 1980 and 1984. The remaining rate of larvae in the Kuroshio offshore area 
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was smaller than the other two areas, but it increased above about three times from 

1977 around and especially in 1984, showed a remarkable increase by dispersing of 

egg and larvae into the Kuroshio offshore area from Satsunan area and th巴Kuroshio

main current area off Shikoku. These facts are related with yearly shifts of spawn-

ing grounds. As the spawning intensity in the Kuroshio main current area streng-

th巴nedremarkably after 1985, the remainment rate of egg and larvae in the 

Kuroshio offshore area may increase further. 

6 ) Time and space of the early survival period and the significance of the presence 

of the main spawning period in winter 

It’s important to clarify when and where the sardine larvae live in order to study 

the relation of early mortality with other factors. In short, its time is during Febru-

aηto May and its space is in coastal and the Kuroshio area along the Pacific coast 

from Satsunan area to 145。Earound off Kashimanada. Occurrence of the lowest 

water temperature in the main spawning months of the sardine shows clearly that 

sardine spawning has a significance of adaptation, because spring blooming occurs in 

the subtropical region of the Kuroshio water in that period and winter is a period of 

the fewest predator in a year. 

(2) Biological environmental factors 

1 ) Macroplankton 

The wet weight of macroplankton in the coastal area along the Pacific coast of 

southern Japan during February to March of 1971 to 1985, generally, tends to level 

off with a high level during 1971 to 1978, but become lower or level off during 1979 

to 1985. On the other hand, it in Kuroshio area generally has a reducing tendency 

in the 1970’s and is levelling off with a low level in the 1980’s. Generally speaking, 

the mean wet weight in the coastal area shows the same variation as that in the 

Kuroshio area. The macroplankton standing crops are higher than the mean wet 

weight in the order of 1971, 1973, 1972, 1980, 1976, 1975, 1981, 1984, 1979, 1985, 

1974, 1977' 1978, 1982, 1983. 

Yearly horizontal distribution of macroplankton was characterized as follows: 

① Macroplankton standing crops tend to be more abundant in the east sea of Cape 

Shionomisaki than in the west. 

② Years with almost the same level of standing crops between the east and west 

areas of Cape Shionomisaki were lower in standing crops than the mean. 

③ In abundant years in standing crops such as 1971, 1975, 1980, 1982 were high in 

Kashimanada, the Kuroshio path formed not A-type but C-type. 

④ In case①， there are more abundant years in Kashimanada such as 1971, 1975, 

1980, 1982, 1984, 1985 and those in Enshunada such as 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 

1985. 
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2 ) Postlarvae and their prey conditions 

The author can’t explain any distributional properties and yearly changes of 

copepod nauplius, because the data about them were extremely few. But, a na汀ow

zone abundant in copepod eggs and nauplii near the Kuroshio front was observed. 

It may be pointed out that copepod eggs and nauplii are major food items of the 

sardine larvae. But, the area where they distribute abundantly may be restrict巴dto 

the continental shelf shallower than 200 meters deep and near the Kuroshio front. 

Consequently, the prey conditions must be considered subsidiary other preys. The 

prey conditions containing subsidiary prey items in the sea would not be decidedly 

mortal for the sardine larvae. 

3 ) Some predators of sardine eggs and larvae 

There are few informations about predators of sardine eggs. The author 

showed a possibility of cannibalism by sardine adults and pointed out zooplankton 

such as euplausiids and chaetognaths, a saury and myctophid fishes as a predator. 

Secondly, I pointed out the Portuguese-man-of-war, megalopa larvae and myc-

tophid fishes as a predator of the sardine larvae from the observed results of surface 

sampling by a larval net and some examples of predators in the field. And further, 

I listed some subtropical fishes such as a skipjack, a common dolphin fish, a young 

or adult yellow-fin tuna, a long-fin tuna. The following fishes may be listed as pre-

dators of the sardine larvae; a skipjack, tunas, jack-mackerels, mackerels, and a 

saury in warmer water years and anchovy, a common squid, a yellowtail and so on in 

cooler water years. In case the feeding pressure becomes stronger to the sardine 

eggs and larvae due to abnormal occurren田 ofpredators and in their more abundant 

years, it is presumed the sardine stock may reduce by larger early mortality and 

smaller recruitment. These relation is not peculiar to the sardine but common to 

plankton-feeding pelagic fishes with the same ecological niche, so predation may be a 

main cause to give rise to so called the exchange in dominant niche of the pelagic 

fishes. 

( 3) Some properties of plankton and oc個別graphicconditions on each Kuroshio path 

I summarized about some planktological and oceanographical properties in the 

coastal area along the Pacific coast south of Japan on each Kuroshio path with the 

typical three types (A, C, N). 

( 4) Estimation of the three mortal factors on each area and developmental stage 

The author estimated about the three mortal factors of non-profitable environ-

ment, starvation and predation on each developmental stage of thesardine in the 

coastal, the Kuroshio main current and the Kuroshio offshore areas. 
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( 5) Estimation of the three major spawning grounds along the Pacific co踊 tof south-

ern Japan 

Judging from the remaining rate of sardine eggs and larvae in each area (coastal, 

the Kuroshio main current, the Kuroshio offshore) after five days’dispersal from the 

three major spawning grounds along the Pacific coast of southern Japan, it is clear to 

tend to disperse from the spawning grounds, from Tosa Bay into the coastal area, 

and next the Kuroshio main current area, from Satsunan area into the Kuroshio 

main current area, and next the Kuroshio offshore area, and from the sea around Izu 

Islands into the Kuroshio offshore area, and next the Kuroshio main current area. 

If giving each survival rate of larvae in the coastal (80%), the Kuroshio main current 

(50% ), and the Kuroshio offshore (0%) areas, the remaining rates of eggs and larvae 

in each area dispersed by transport from the three major spawning grounds were big-

gest at about 65% in case of Tosa Bay, and almost the same at about 30% in cases 

of Satsunan area and the sea around Izu Islands. There are little difference of the 

survival rates of eggs and larvae between large-meandering-type and non-

meandering-type of the Kuroshio. 

( 6) Some characteristics on mortal factors of physical and biotic environments during 

the years forming dominant year-classes of the sardine 

The Kuroshio paths in the spawning months during the years dominant year-

classes occur, showed almost no large meandering-type but N, N→C,B→ C,A→B 

types. Water temperature showed the same as the yearly mean or negative devia-

tion value. Generally, early survival of eggs and larvae is better in more abundant 

years of zooplankton. As the appearance of the sardine larvae and myctophiid 

fishes increased after 1985, the encounter rate of the two is increasing. 

(7) Some characteristics on mortal factors of the physical and b』ologicalenvironments 

in the years forming bad y曲 r-classesof the sardine 

The Kuroshio paths in the spawning months during the year bad y巴ar-classes

occur, showed A, B, B→ C types and no case of N type. The water temperature 

showed the positive deviations from the yearly mean except for 1984. In these bad 

years, zooplankton was lesser and the early survival of eggs and larvae was worse on 

the whole. 

Myctophiid fishes appeared at the same degree as the yearly mean, but big pre-

dator fishes such as a skipjack and a young yellow-fin tuna were abundant in catch 

for the three years of 1978, 1979 and 1984. 

VI. Ecological significance in the recruitment process during increasing periods of 

the sardine stock 

It is known that the sardine population increases during warmer years in its 
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Jong-term fluctuation. It is considered that major factors of the fluctuation of the 

sardine stock may be involved in the recruitment process of its life history. 

Continuously positive deviations of water temperature in saradine spawning 

grounds may give rise to better survival of larvae, throughout the mutual effects of 

physical and biological environments on the sardine in the recruitment process. As 

a r巴suit,the recruitment stock may increase in abundance above it in the previous 

year. 

Next, the increase of spawning adult fish by better recruitment may give rise to 

the increasing of egg abundance, the enlargement of spawning grounds and main 

spawning months in February to March. Consequently, the sardine population 

keeps the life pattern of large-scaled migration type by means of the occu町enceof 

long-distant dispersion of larvae and juveniles by the Kuroshio and the Kuroshio Ex-

tension. In short, it is presumed that triggering the contiunous rises of yearly water 

temperature, the sardine population may increase and be generated the change of its 

life cycle from small-scaled migratory life pattern to large-scaled. 
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第 I章緒論

1.緒言

日本マイワシの漁獲量は1905年頃から1925年頃まで漸増しつつ50万トンに達し，その後急増

して， 1936年には159万トン（極東全体： 270万トン）の極大に達した。その後の漁獲量は，第

2次世界大戦の影響もあって激減し 1945年には最盛期の約1/10である16万トンまで減少し，

そして再び1951年に小さいピーク（48万トン）を形成したが，漸減して1965年には約9,000ト

ンの最低を記録した。 1960年代の最低水準期を経過後，漁獲量は1973年以降急増して1976年に

は100万トンに達し， 1980年には200万トンを超えて1984年には400万トンの大台に達し， 1988

年には史上最高の463万トンになっている。

日本マイワシの生息する北西太平洋海域における漁獲国は日本以外に韓国とソ連があり，両

者を含めると極東のマイワシの漁獲量は現在500万トンを超えている。その漁獲量変動はおお

よそ資源状況を反映していると考えられ，現在日本マイワシは1930年代に次いで豊漁期にあり，

北西太平洋における最大の水産資源としての地位を占めている。そして，漁獲量にみられる特

徴的な変動は，マイワシ資源には周期的な自然変動があることを示しており，現在資源の減少

過程の把握とその機構の解明および滅少時期の予測に大きな関心が寄せられている。マイワシ

は主としてまき網で漁獲され，現在ではその90%以上が魚粉（フイッシュミール）の原料とし

て加工され，食用に利用されるのはわずかに数%にすぎない。したがって，現在日本の総漁獲

量の約1/3を占めるマイワシは，単に漁業や水産業だけでなく，関連業界において，今後の資

源動向が注目されている。

マイワシ資源の評価やその動向を予測するには資源変動のメカニズムの理解がなくては基本

的な対応は難しい。従来，マイワシ資源に関する多くの知見は断片的であったが，伊東

(1961）と Nakai(1962 a）によって初めて，種個体群の再生産機構，ひいては資源変動機構や

変動要因に関する綜合的な報告が行われた。この原因は，種個体群の数量変動が，マイワシを

主体とした生物生産過程とそれに係わる生物環境および物理環境過程との相互関連を追求する

生態学的応用問題と位置づけされ，その理解と解明には多くの生物特性に関する基盤的知見と

生態学的卓見を必要とするからであると考えられる。

Hjort (1914）が，ニシンの漁獲物の年齢組成から，卓越年級群の存在を強調し魚類資源に

おける初期滅耗の重要性を指摘して以来，この方面の研究努力が長年にわたって払われてきた。

しかし，日本マイワシに関する初期減耗や再生産の研究においては，資源や漁況に関する調査

研究の成果の多さに比べて，生物特性を含む基礎的な知見が余りにも少ない。

ここでは，マイワシの再生産過程のうち，とくに初期発育期を中心として産卵から加入まで

の諸過程に重点をおき，その生物特性を可能な限り明らかにし，さらに再生産過程における生

残と減耗の実態を把握して，加入量を評価することを目的とした。そして，最後に，マイワシ

と物理環境および生物環境との諸関係を発育段階と海域別に検討することによって，マイワシ

の再生産過程を支配する諸要因を抽出し，資源変動に係わる卵から加入までの再生産過程の位

置づけ，および資源の増大期におけるそれらの関係の生態学的意義の説明を試みた。
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2. ニホンマイワシの資源変動に関する研究小史

一般に，ニシン科魚類の種個体群は密度依存的な調節機能をもたず，タラ科魚類などに比べ

て変動が大きいことから，乱獲や環境変化の影響を受けやすいといわれている（Blaxterand 

Hunter, 1982）。

日本マイワシの資源変動に関する総括的な説明は現在までになされておらず，その変動機構

は未解明のままになっている。しかし 1940年代前半における日本マイワシ資源の急減の原因

については，次のような諸説がある（中井， 1949）。

① 環境変化に伴う分布団遊の変化

－沿岸水拡張による魚道の沖合移動 木村（1943)

－寒流系卓越（水温低下）による北上回遊の抑制一田内 (1943)

・日本近海の環境変化による北太平洋東部への移動 ルミヤンチェフ（1947)

・黒潮流路の変化に伴う沖合移動説一田内（1945)

② 乱獲説一相川 (1943)

③初期減耗の変化説 中井（1943)

④ 産卵場移動説一中井（1949)

1949年時点におけるこれらの資源の減少に対する見解は，その一面をとらえていると考えら

れる。この中で，最も説得力のある考えは，産卵調査に基づいた初期減耗に関する内容で説明

した中井の見解であると考える。その後も， Nakai (1959）と Nakai(1962 a）は紀州沖冷水

塊に伴う黒潮大蛇行のために薩南海域で発生した卵仔稚魚、の生残の不良が加入資源の減少をも

たらしたという説明を，実証例を加味して一貫して主張した。また，栗田（1957）は，漁獲量

に基づいて資源量と自然増殖量（余剰生産量）を計算し，その結果から1938-1941年級群の加

入量が引き続いて極めて少なかったことを指摘したが，具体的な因果関係について言及しな

かった。

1957年には日本の水産研究所内で，日本マイワシの資源変動が自然変動か，あるいは，漁獲

による変動かについて議論され（伊東， 1961），引続いて， 1959年には FAOの主催の下に

ローマで開催された国際イワシ族生物学会議でも世界のイワシ類の変動の原因について変動要

因に関する議論が集中した結果，自然変動が大勢となり，環境変化が原因と結論された（宇田，

1978）。

伊東（1961）は日本マイワシに関する広範な研究を行い， 1935-1940年以降の極東水域にお

ける漁獲量の減少は資源の減少によると考え その原因として日本近海，とくに日本海中部以

北および太平洋中部以北において， 1931年を端緒としてその後生じた海況の異変が回遊と発生

初期の生き残りに悪影響を与えたことをあげた。そして，その海況変動は全世界的な海洋と気

象の変化に起因すると報告した。

Nakai (1962a）は日本マイワシの生物特性についてまとめ， 1930年代のマイワシ豊漁期の

資源の状況と顕著な生態的事象を記載した。さらに，資源の増加と減少の原因について考察し，

木村喜之助 (1943）・中井英二郎（1943）・相川広秋 (1943）：科学技術審議会第7部会第3専門部会議事録

田内森三郎(1943）マイワシの不況に就いて．姐研究隣組報告

ルミヤンツェフ (1947）日本水産学会における講演（昭和22年10月）

囚内森三郎（1945）マイワシの増産策ありや，鑑研究隣組報告
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その主要因は初期減耗期の環境の役割が重要であることを指摘し，黒潮冷水塊の存在が初期減

耗期の仔魚に対して，環境悪化や餌不足を引き起し，資源減少の原因となったと報告した。

1960年代後半一1970年代前半には資源変動に関する研究報告はみられなくなった。

渡部 (1977）はマイワシ太平洋系群の1960-1975年における産卵調査による結果を整理し，

産卵量の動向，主産卵場の移動，初期生残について検討し， 1972年級が卓越年級としてその後

の資源増大の端緒となったこと，初期減耗期の生き残りが重要であることを報告した。

Kondo (1980）はマイワシ太平洋系群の生態的特徴と成長・脂肪量・成熟の年周期を記載し

漁獲量の経年変動と資源状況の解析を行なった。そして， 1970年代の資源の回復の要因として，

1972年級群の初期生残条件がよく，卓越年級群の形成に連動した結果であるとの見解を示した。

平本（1981）はマイワシ太平洋系群の生物特性をまとめて考察し，房総周辺海域におけるマ

イワシの生活様式と集合特性を明らかにした。

友定（1983a, b）は， 1939年に本州南方の黒潮流路が潮岬沖と伊豆諸島域に冷水塊のある

W型であったこと， 1940年には本州南岸および日本海沿岸域における雲量が極めて少なかった

ことから，マイワシの餌であるコベポーダノープリウスの発生も極めて少なかったであろうと

推定し，このような生物環境条件の悪化によって 2年関連続して初期生残が悪かったためにそ

の後の資源減少の一因となったとの見解を示した。

Kawasaki and Omori (1986）は，マイワシ属が外洋性魚類の中では植物性プラントンに依

存する食性をもち，気候変動の影響を受けやすいこと，太平洋に生息する同属の3種の資源変

動が同調しており，暖候期に増大する特徴を有することを指摘した。

クッシング（1986）は， 1968年に Zupanovitchが示した日本マイワシ，カリフォルニアマイ

ワシ，ヨーロッパマイワシの漁獲量の経年変化から， 3種の資源の増大は1930年代に共通にみ

られ，北半球の温暖期に生じたとの見解を示した。

シュントフ（1986）は，ソ連水域では1990年代には近年マイワシ来遊の中断があること，さ

け・ます類とスケソウダラの減少を生じ，ニシン（サハリン北海道群），サンマ，スルメイカ

などが増加するだろうと予測し，その理由として1990年代の初めから半ばが太陽活動の22年周

期による温暖化から寒冷期への移行時期にあたること，および，数十年の長周期変動の温暖期

から寒冷期への移行が1970年代半ばから生じていることをあげている。

原（1983）と Haraand Watanabe (1987）は， 1940年代の資源減少期に生じた現象として，

薩南産卵場の消滅，夏季の索餌域における大羽マイワシの消滅と初漁期の遅れ，北方の分布の

末端域では遅れて来遊量が増加し，南方の分布域よりも早く減少することをあげている。

ドゥダレフ・ケーニア（1988）は，戦前の豊漁期の資源減少期に生じた現象として， 1938年

に索餌場の縁辺域において漁獲量の減少が生じ，サハリンと北海道では前年の約 1/10になっ

たこと，また， 1941-1942年には沿海州，北海道，千島の沿岸域で漁獲がなくなったことを報

告した。

河井（1984, 1988）はプランクトン食’性の浮魚類（マイワシ，マサパ，カタクチイワシ，サ

ンマ，マアジ）の魚種交代現象の焦点は初期減耗期にあり，減耗の要因として被捕食（食害）

を重視し，中でも肉食性プランクトン，特に矢虫類の重要性を指摘した。

渡部（1989）はマイワシを含むマサパ，スルメイカ，サンマ，カタクチイワシなどの温帝国

遊性魚類の変動，すなわち，魚種交代現象におけるマイワシの変動を再生産関係からとらえ，
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資源の増加期には密度依存的要因により，そして減少期には密度独立的要因によっていること，

大発生の終息は環境変化に適応できなくなり，親魚、の質の低下，初期生残率の低下による加入

量の減少が数年間続くことによって，大回遊型の生活型の崩壊へつながると説明している。

和田（1988）は1976年から漁獲されはじめた道東海域におけるマイワシの来遊資源の動態に

ついてまとめ，さらに資源豊度と成長および、再生産の関係について考察した。資源の減少は連

続した加入量の減少に起因することを指摘した。

カリフォルニアマイワシについては， Schaefer(1954）は，マイワシの資源変動は密度依存

的であり，漁獲が資源量の変化の主な原因であるとした。次に， Clarkand Marr (1955）は資

源量の増減は加入量によって規定され，そして，成魚資源量とその生み出す年級の大きさは無

関係であること，すなわち，加入量は成魚量と独立で、あるとして密度独立的な加入量変動を強

調した。

Ahlstrom (1960）は， 1940年以降の減少要因として，①長期的低温化傾向と②植物プラン

クトン利用の適合性がカタクチイワシよりも弱いことをあげた。

Marr (1963）は加入量の減少過程について説明した。すなわち， 1943年以後北風が強く，

このためカリフォルニア沖で水温が低下し，北方系統群の産卵が遅れ，卵仔魚、の生息環境が悪

化した。そこで，生息水温の低いカタクチイワシとの競争で劣勢となり，カタクチイワシが増

加してマイワシと交代した。この結果，マイワシは南方系群が主体となり，漁獲量は南へ順次

減少し，総漁獲量も減少した。

Murphy (1977）は， 1949年と1951年級と引き続く加入量の減少によって資源は減少したと

報告し，それは資源の再生産に加入する量よりも漁獲による量が大きかったとして，漁獲の影

響を強調した。

1989年11月仙台にて「浮魚資源とその環境の長期変動に関する国際シンポジウム」が開催さ

れ，その中でマイワシの資源に関係する話題が提供された。

チリーの Serraは， 1970年代に入ってマイワシ資源が増大し，同時にアマジ資源も増加して，

カタクチイワシとタラ科のメルルーサが減少したこと，カタクチイワシの減少は1971年級の加

入量の減少によって生じ， 1972-1973年のエル・ニーニョ現象に先立っていたこと，北部チ

リー沖の稚魚、群集は1969年までカタクチイワシとメバルなどを主体とした沿岸種が卓越してい

たが， 1970年にはマイワシ・ハダカイワシ・ソコイワシなどを主体とする「大洋種Jに変化し

たこと，チリーマイワシの長期変動はフンボルト海流域だけに生じたのではなく，東部太平洋

海流系における構造変化の一部であり， 1960年代の終りに物理環境の変化が生じたこと，資源

の増大はカタクチイワシ資源の崩壊（1972-1973）以前の1969-1970年に始まっており，マイ

ワシはその後安定した傾向で増大したことを報告した。これは，加入量の増加傾向がエル・

ニーニョや1970・71, 74・75, 84・85年の低温に大きく影響されず，環境の長期変動を反映し

た結果であると説明した。

南アフリカの Crawfordは，世界の浮魚、資源（マイワシ・カタクチイワシ・マサパ）の変動

を比較し，太平洋のマイワシ 3種の変動が同調していることは大洋規模の気象に左右されてい

ること，その起源は大気にあること，北太平洋と北大西洋の相関はマイワシにみられ，マサパ

とカタクチイワシにはみられないので，マイワシのみが気候に強く影響を受けていることを示

唆した。
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メキシコの Liuchは，マイワシの資源変動が卵～仔魚期における生き残り，すなわち，加入

が自然変動の主原因と考えた。すなわち，高温期が続くと，水温と生産力がマイワシの成長と

産卵に好適となって，資源が大きくなり，北方に分布域が拡大する。水温の上昇はカリフォル

ニア沖では1915年に始まり， 1930年代後半にピークに達した。そして， 1940年代に水温は低下

しはじめ1970年代まで続き マイワシ資源の減少期と一致した。 1978年頃から再び急速な温暖

化傾向がみられ，カリフォルニア湾とその沖合でマイワシが増加した。すなわち，水温の長期

変動の中で高温期に資源が増加することを示した。

3.資料と方法

(1) 海域名と地名

本報に係わる地名と海域名を一般的に使用されている名称、を中心に示し，名称、の不明確なと

ころは定義して用いた（Fig.l-1）。
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Fig.I・I. Geography of the study area along the Pacific coast of southern Japan containing western 

Kyushu. 

(2）水産庁東海区水産研究所の産卵調査

東海区水産研究所資源部では，昭和22年（1947）以来，毎年冬季の 1-3月にマイワシを主

に，サパ属，スルメイカ，サンマ，カタクチイワシ，ウルメイワシ，アジ類等の多獲性浮魚類

の卵・仔稚魚期を対象とした再生産に関するモニタリング調査（環境および生物環境調査を含

む），通称、「産卵調査」を所属調査船「蒼鷹丸」によって実施してきた。本報では，経年的に

得られている産卵調査の資料のうち， 1971年以降現在までに第 3代「蒼鷹丸田世J(494トン）
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によって得られたマイワシに関する魚類プランクトン資料と環境および生物環境資料（主に動

物プランクトン）を主要な基本的資料として使用した（Table1-1）。調査海域は薩南一鹿島灘

の太平洋岸域（Fig.1-1）であり，調査期間は毎年 1月下旬ー 3月下旬である。 1971-1975年

には 1航海， 1976年以降1988年まで 2航海として実施されてきた。調査の順序は，産卵時期に

合わせて黒潮上流域から下流域へ向かっている。

魚類プランクトンとマクロプランクトンの標準採集は，丸中A’ネット（口径60cm，網目

0.33 mm）を使用し， 150m （ワイヤー長）から表面までの鉛直曳である。採集標本はホルマ

リン濃度 5-10%に固定されている。採集標本数は年によって変動するが， 300本前後である。

採集標本については船上で外観法によって観察した後，陸上実験室で魚類プランクトンを選

別し，実体顕微鏡下で各発育段階別に分類同定した。マイワシの発育段階については， Nakai

(1962 a）に基づき，卵期を 8つの発生期に，仔魚期を前期と後期に分けた。そして仔魚につ

いては，全長を測定した。マクロプランクトンについては，魚類プランクトンを選別した後，

黒潮共同調査（CSK）で採用された方法（黒潮海洋学基礎研究班， 1965）を用いて湿重量を測

定した。

(3）産卵調査の意義と産卵量の計算方法

1) 産卵調査の目的

東海区水産研究所資源部では，魚類ゃいか類の卵・稚仔期の分布様式や分布量を把握するた

めの調査，すなわち「産卵調査」を戦後間もない1947年から初代部長中井甚二郎博士の指導の

下に開始した。この産卵調査は1949年以降全国的規模で実施されたイワシ資源調査の一環とし

て継続され，さらに沿岸重要資源調査，漁海況予報調査， 1978年からは200海里卵・稚仔集中

調査へと発展してきた。

産卵調査の目的は，漁業による情報や採集とは独立して，調査計画に基づき産卵期・産卵場，

卵・稚仔期の分布様式や生き残り，成魚、の質・量，海洋および生物環境条件などの知見を科学

的方法に基づいて取得することである。そして， 1）総産卵量と稚仔量を求め，資源の絶対値，

諸特性値，許容漁獲量を推定すること， 2）卵・稚仔期の生き残りと環境諸条件との関係を明ら

かにし年々の加入量を測定すること， 3）年によって変動する加入量の変動要因を調べて，個

体数の変動機構を解明して，資源の評価と動向，管理および漁況の予測に寄与することである

（渡部， 1983）。

このような産卵調査の目的を遂行するためには，産卵期と産卵場を包括する組織的調査網が

必要である。そのため，水産研究所と水産試験場の協力体制を基に，長年にわたる地道な調査

努力がなされ， 1978年以降には水産庁の200海里関係事業（後出）として組織化された。この

組織網は単に浮魚資源の再生産調査のみならず，日本近海の海況とプランクトンをモニターす

る役目を担っており，日本の代表的なモニタリング調査として重要な位置を占めている。

2) 計算方法

総産卵量の推定方法については，中井ら (1955), Nakai and Hattori (1962），回中（1955a, 

b ; 1973）の報告があり，標本調査の手法が用いられている。ここでは，東海区水産研究所資

源部で使用している Nakaiand Hattori (1962）の方法を略述する。この方法では，海域区分

の仕方を200m等深線沿いに10海里毎に帯状の小海区に区分する「10海里法」を従来使用して

きたが， 1978年以降の水産庁200海里卵稚仔集中調査から，緯経度30分桝目の小海区に区分す
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Table 1-1. The outline of恥 spawningsurvey by the "SOYO MARU”of the Tokai Regional Fisheries 

49 

Research Laboratory along the Pacific coast from Satsunan to Kashimanada area during January to 

March on 1971 to 1988. 

One cruise in the surveηduring 1971 to 1975 and two cruises in the survey during 1976 to 1988 

we民 carriedout. The mark ( +) shows the covering area of their surveys and ( ) shows the non-

covering of them. 

Year Indentifier 

Date Area invesigat国d I Marunaka 
1 A net 

West coぉtof I East China I I Sampling 
Kyushu I Sea I K帥 1manadaj (Stn.) 

West of 
All Area I Shionomisaki 

East of 
Shionomisakt 

1971 I 2. 23-3. 25 2.25-3. 7 
3. 7-2. 25 

1972 11.25 3.23 1.28-2.25 ＋ 
2.25-3.23 

1973 11.23-3.21 1.25-2目21 ＋ ＋ 
2.23-3.21 

I 2.17-3.13 I 2.18-3. 2 
1974 

I 2. 5-3.18 I 2. 6 2.28 
1975 

1976 1
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1977 1.20 2.11 
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3. 2 19 ＋ 

＋ 
3. 1-18 ＋ 

＋ 
3.10-27 ＋ 

＋ ＋ 
3. 3 22 十

1978 I 1.22-2.10 ＋ 117 
2.27-3.23 十 162 

1979 I 1.20-2.10 ＋ 128 
2.27-3.23 十 168 

1980 1.24 2.12 

1981 1.22 2.13 

1982 1.26-2 .14 

1983 1.22 2.14 

1984 1.21-2.12 

1985 1.16-2.16 

1986 1.16-2.20 

1987 
1.20-2.19 

1988 
1.21-2.17 

＋ 
2. 28-3.21 十
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N. Katakura 
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N. Katakura 

C. Arisaka 
Y. Tsuruta 
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150 

T. Watanabe, C. Arisaka 
Y. Tsuruta 

＋ ＋ 

157 
139 

T. Watanabe, C. Arisaka 
Y. Tsuruta 

2 .26-3.23 ＋ 
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T. Watanabe C. Arisaka 
Y. Tsuruta 

＋ 
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T. Watanabe 
Y. Tsuruta 

Shinnihon Kisho Kaiyo KK 

＋ 
2.25 3.23 

＋ 
2.24・3.22 ＋ 
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173 

Shinnihon脳shoKaiyo KK 

164 
193 

Shinniho日脳血oKaiyo KK 

168 
143 

174 
146 

Shinnihon Kisho Kaiyo阻

仙台mihon阻shoKaiyo KK 
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’is 

Fig.I・2. Area codes for the calculation of egg production and larval abundance for the ichthyoplankton 

survey under the Fisheries Agency. 

Roman numerals show large-scale areas and Arabic ones show middle-scale areas. 

る「30分桝目法jを使用してし・る（Fig.l-2）。

総産卵量（E）は次式によって求められている。

E = ~ Et ＝ヱ ~ ヱ Dt 

t t I 
s dijt 元ijt • AiJ 

Et : t月の全海区産卵量

Eit : t 月の l 中海区の産卵量， Et＝~ Eit 
i 

Eijt : t月の I中海区内J小海区の産卵量， Eit=L Eijt 

xijt : t月の l中海区内J小海区の ld当りの平均卵数

Aij: i中海区内 J海区の海面面積

s：全産卵期間・全海区における卵期の平均生残率

dijt : t月の 1中海区内 J小海区の平均解化日数

Dt : t月の日数

詳細な計算方法は渡部（1983）によって詳述されており，ここでは省略する。なお，マイワ

シの産卵は，長い経年変化の中では年間を通じて行われるので，産卵強度の月変化傾向から，

年間の産卵量は 9月から 8月までの期間として計算されている。

総産卵量の推定ができれば，この数値を基本に，この値を雌 1尾が産出する産卵数（第田章，

伊東1961年による）および成魚、のうち雌の占める割合（性比）で除すと，産卵成魚、の資源尾数
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が算出され，資源の諸特性値を求めることができるので，資源を評価する方法としての「産卵

法」は有力な方法である（渡部， 1983）。

(4）水産庁の200海里卵稚仔集中調査

水産庁の委託事業である「200海里水域内漁業資源総合調査事業」の一環として行われてい

る「卵稚仔集中調査」は，水産庁研究部資源課，東海区水産研究所（現中央水産研究所）と南

西海区水産研究所を中核として太平洋岸に面する鹿児島・宮崎・大分・愛媛・高知・徳島・和

歌山・三重・愛知・静岡・神奈川・東京・千葉・茨城・福島の各都県の参加の下に，水産研究

所によって主産卵期である 2-4月に沿岸一沖合域における調査が，各都県の水産試験場に

よって毎月 l回の沿岸定線調査が1978年以来行われている。この調査では年間約4000-5000測

点のデータが得られている（森ら， 1988）。

この卵稚仔調査の標準採集には，口径45cmまたは60cmのプランクトンネット（網目0.33

mm, NGG54）の鉛直曳（ 0←150m，海深150m以浅では海底）が採用されている。

(5）気象庁神戸海洋気象台の海洋調査

1961年7月から1972年2月までの12年間の冬季（ 2 -3月）と夏季（ 7 -8月）に海洋調査

船「春風丸 E世」（150トン）と「凌風丸 E世」（1500トン）において，本州南方海域

(Fig.1-3）においてノルパックネァトの150m 深から表面までの鉛直曳によって動物プランク

トンか1采集された。採集標本は船上で 5%中性ホルマリンで固定保存され，陸上実験室で 1/

130 132 134 136 138 140 142 E 

一一一36
N 

34 

32 

30 

28 

Fig.I・3. The area and transect line (13515E) for the marine plankton survey by the Kobe Marine 

Observatory of the Japan Meteorological Agency. The meshed part indicates more intensive sur-

vey area and the oblique line area indicates less. 
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2試料に分割された後，黒潮共同調査マニュアル（黒潮海洋学基礎研究班， 1965）に基づいて

湿重量が測定された。また，神戸海洋気象台の海洋汚染観測定線である東経135°15’線

(Fig.l-3）上で， 1972-1985年にクロロフィル色素の経年変化の資料が得られた。クロロフィ

ル資料は，ナンゼン採水器を用いて 0' 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200 m層から250ml 

採水したものを漉過標本として保存した後，陸上実験室で蛍光法によって測定して得られた。

そして，測定資料から 0-200 m層の積算クロロフィル a量を計算した。

(6）黒潮流路型

本論文における黒潮流軸は， Kawai (1969）に従って，潮岬以西海域では200m水温16.5°C, 

以東海域一黒潮続流域では15°Cの等温線を相当させて表現した。そして，黒潮流路の型は，

吉田（1961）と三谷（1969）および藤本・友定（1980）の研究に基づき，直進型（N型），大

蛇行型（A型），大蛇行型で遠州灘において西に曲がりこむ型（As型），伊豆諸島域の両側に

冷水塊があり，八丈島の東に流軸が位置する型（C型）' AとC型の中間型（B型）に分けた

(Fig.1-4）。黒潮流路にはその他に D型， W型などの移行型が知られているが，流路の出現頻

度と持続性の観点から，これらの黒潮流路の中で海洋生物と関係が深い流路型はN, A (Bを

含む）， As, C型の4型と考えられる。

# 

sl(J 

~－ 130 135 140 E 

Fig.I・4. A definition of the Kuroshio paths. 

N: Non-meandering normal type A, As: Meandering type 

C: Type with a cold-water mass around the Izu Islands 

B: Intermediate type of A and C types. 

N 

36 

34 

32 

30 

マイワシの産卵期である10-3月における月毎の黒潮流路を， 1955-1959年については気象

研究所海洋研究部（1981）の海洋図から， 1960-1989年については海上保安庁水路部発行の
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「海洋速報」から，上記流路型の他に伊豆諸島の東側に冷水域の存在する D型と，渦の移動中

であるW型を加えて読取った（Table1-2）。

Table I・2. The type of the Kuroshio paths during October to March in 1948 to 1989 read from 

the “Oceanographic Report”of the Maritime Safety Agency. 

Month Oct. Nov. Dec. Jan. 
Year 

1948-1949 (N) 

1949 1850 (N) 

1950 1951 (N) 

1951-1952 (N) 

1952 1953 (N→ A) 

1953-1954 (A) 

1954 1955 A c B A 

1955 1956 c c N N 

1956 1957 B.A B.A N N.C N 

1957 1958 N N N N N N 

1958 1959 N c D N N N 

1959 1960 N.B A As As A A 

1960-1961 A A A A A As 

1961 1962 A A A A A.As As 

1962 1963 A.B c B B.C N B 

1963 1964 N N.B N N c D.C 

1964 1965 N N N N.C N N 

1965-1966 N N.C C.N N.C D.C c 
1966 1967 N N B N N.D N 

1967 1968 N N N B.C c C.D 

1968 1969 N N N N N N 

1969 1970 N c c c c c 
1970 1971 N B.C C.D c c c 
1971-1972 c N N N N N 

1972-1973 N N N.C C.B N D.N 

1973 1974 N N N N N N 

1974-1975 N N N N N.D C.N 

1975 1976 A.As As A As As As 

1976-1977 A A As As As.A As.A 

1977-1978 As.A A.As As As As.A As.A 

1978 1979 A A A A.As As As.A 

1979 1980 As目B B.A A A A.B A 

1980-1981 N N N N D N 

1981 1982 C.N N.B As As B.A C.B 

1982-1983 As B B As As.C As目B

1983 1984 c B.As B.As c c c 
1984 1985 N.C c c C.W B B.C 

1985-1986 N c c N N w.c 
1986 1987 N N A A As As.B 

1987 1988 C.B B B C.B B.C B 

1988 1989 N c c N C.N N.C 
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第E章 マイワシ属の分類と分布および日本マイワシの初期発生と生活史の概要

1. 日本産マイワシおよび世界のマイワシ属の分類と分布

(1) マイワシの分類学上の位置とマイワシの種類

マイワシの分類学上の位置は研究者によって異なっており，それらを総括的に扱った論文は

少なしミo Greenwood et al. (1966）による硬骨魚類の系統分類からマイワシ属の分類学上の位

置，および， Whitehead (1985）による世界のニシン科魚類のモノグラフから， 2属

(Sardi附， Sardinops) 6種を記載した（Table2-1）。そして，マイワシに関する分類学上の研究

史を調べることによって，分類学上の現状と問題点を把握し，著者の私見を明らかにしたい。

Table 2・I. The status of the sardine in taxonomy and scientific names, FAO 

names and Japanese names of the six species in the world. 

脊索動物（門） -Phylum 

脊椎動物（亜門） Sub-phylum 

顎口 （上網） Supper-class 

硬骨魚 （網） Class 

真口 （亜綱） -Sub-class 

真骨 （上目） -Division 

ニシン （亜上目） -Super-order 

ニシン （目） Order 

ニシン （亜日） -Sub-order 

ニシン （科） ーFamily

Scientific 

1. Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) 

2. SardinoQS笠E笠（Jenyns,1842) 

3. S. melanostictus (Schlegel, 1846) 

4. S. ocellatus (Pappe, 1854) 

5.S. caeruleus(Girard, 1854) 

6.S目 neoQilchardus(Steindachner, 1879) 

Chordata 

Vertebrata 

Gnathostomata 

Osteichthyes(Actinopterygii) 

Neopterygii 

Teleostei 

Clupeomorpha 

Clupeiformes(Isospondyli) 

Clupeoidei 

Clupeidae( Clupidae) 

FAO Names 
Japanese Names 

European 、p可i11c~ard
ヨーロッノ ワシ

South American p週chard
チリーマイワシ

Jニapホaneseイpilchard 
ンマワシ

South Aアfriフcリanカpマilcイhaワrdシ
ミナミ

California レPニilcアhaマrd 
カリフォJ イワシ

Australian pリilcアhard 
オーストラ マイワシ

ニコルスキー（1982）は，マイワシ属の属するニシン科の特徴を次のようにあげている。形

態的には粘液道が頭部でよく発達しており，倶lj線がなく，背部は緑がかった黒灰色，体側部と

腹部は銀白色を呈する。普通体長50cm以下の小型魚で，群れを形成する。白亜紀前期から化
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石として出現しており， 50属約160種が記載され，そのうち， 37属130種が熱帯水域に生息して

いる。インド・西太平洋区におけるニシン科魚類相は最も多様で，かつ古代的な形態も見られ

る。北大西洋のニシン科魚類相は25属あり，北太平洋の 2属に比して多様で、ある。大西洋産の

ものはテチス海のニシン科魚類を先祖とするものである。また，北極水域と南極水域にはニシ

ン科魚類はほとんど生息していない。このような分布から，ニシン科魚類の発生の中心は，太

平洋西部からインド洋の熱帯水域であろうと推定されている。ニシン科魚類の大部分は海産

(25属約90種）であり，淡水産は15属30種である。淡水産のものは主に熱帯水域に生息し，遡

河性のものが温帯水域に分布する。

餌料は主として浮遊性の動物プランクトンで，捕食性の生活様式をもっている。大多数は浮

性卵を産出し，わずかにニシン属と P捌 olobusだけが沈性卵を産む。

(2) マイワシの分類に関する研究の変遷

日本産のマイワシは， Sieboldがオランターへ持ち帰った長崎産のマイワシの標本に基づいて

Temminck and Schlegelが著わした「Siebold'sFauna Japonica」（シーボルトの日本動物誌）の

第 2巻（魚類）に記載され， 1942年に Clupeamelanostictaとして発表された（Table2-2）。し

かし，田中（1943）は魚学者ワイテの説を引用して，日本産魚類359種を記載した「シーボル

トの日本動物誌」の発行年について言及し，実はこの本が1842-1850年に順次刊行され，

Clupea属の発表は1846年であると解説している。一方，チリーマイワシは1842年に Jenynsに

よって Clupeasagaxとして発表されていること（Table2-2）から，命名先取権との関連でこの

田中（1943）の記載は大変重要である。

Table Z・2. The original descriptions of the six species of the genera邑唾盟

and 邑出旦~ in the world. 

．ニホン7イワシ

ロ盟旦些l担金E坐旦 Schlegel,1846 

Si巴bold’SFauna Japoica, II. Pisces. Lugumi Batavorum., p. 237, 

Table 107, Fig. 3 

．チリーマイワシ

E担巨旦笠盟主 Jenyns,1842 

Fishes. In the zoology of the voyage of the H.M.S.Beagle, dur-

ing the years 1832 to 1836, Part 4 : p. 134 

．カリフォルニアマイワシ

Maletta caerulea Girard, 1854 

Proc. Acad. Nat. Sci., Phila., vol. 7, pp. 138-139 

．オーストラリアマイワシ

ロ哩型 neopilchardusSteindachner, 1879 

Denkschr. Akad. Wiss. Wien. math. -nat. Kl., vol. 41, pt. 1, p. 12 

．ミナミアフリカマイワシ

ロ盟旦豆竺也旦 Pappe,1853 

Synops, Edible Fish Cape of Good Hope, p. 29 

．ヨーロッパマイワシ

ロ盟旦医主恒国旦EWalbau凧 1972

Artedi Pisc, iii, p. 38 
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世界のマイワシ属の中では，ヨーロッパマイワシの記載が最も早く， 1792年に Walbaumに

よって Cluj叩 pilchardusとして発表された。チリーマイワシとニホンマイワシの記載の後，南

アフリカマイワシは1853年に Pappeによって Clupeaocellata，そしてカリフォルニアマイワシ

は1854年に Girardによって Clupeacaeruleaとして記載されたo Gunther (1868）は日本マイワ

シをチリー，カリフォルニア，ニュージーランドマイワシと同一種とみなして太平洋に分布す

るマイワシを Clupeasagaxとして報告した。マイワシ属の記載としては最後となったオースト

ラリアマイワシは1879年に Steindachnerによって Clupeaneopilchardusとして発表された

(Table 2-2）。

Jordan and Snyder (1901）は東京湾産のマイワシを Clupanodonmelanostictusとして報告し，

さらに， Jordanand Herre (1906）は1900年に Jordan教授と Snyder教授による採集標本に

よって日本産のニシン類10科を記載し，ニシン科にはEtrumeus,Sto坤harus,Cl坤ea,Sardinella, 

Harengula, Ilishaの6属をあげ，マイワシを Sardi’iellamelanosticta (Schlegel, 1846）として記

述した。ついで，岸上（1907）は農林省水産試験場の水産調査報告の中に「いわ志漁業調査」

と題してニホンマイワシの生物学的知見をまとめ，日本産ニシン科イワシ属 （Clupe。）のニシ

ン，サッパ，マイワシ（C.melanosticta Schlegel）に加えてホシナシイワシ（C.immaculata), 

ヤマトミズン，ミズンの 3種を新種として記載した。 Jordan,Tanaka and Snyder (1913）は日

本産魚類目録に沖縄を除く千島一九州海域で1913年までに集められた1230種を整理し，ニシン

科のマイワシ属 （Ambηgaster）の中にマイワシ （A.melanostictum T. & S.）とホシナシイワシ

[A. immaculatum (Kishinouye）］を記載した。

Regan (1916）は鯨蓋骨に 1筋の条をもっ Sardinella属から鯨蓋骨に数筋の条をもっ Sardina

属を分離し，大英博物館所蔵のチリー，カリフォルニア，ニホン，ミナミアフリカ，オースト

ラリアマイワシの数少ない標本を調べて比較し Sardina属を次の 3種 1亜種とした。

1. Sardina pilchardus 

la. S. p. sardina 

2. S. sagax 

3. S. neopilchardus 

すなわち，形態の比較からニホン，チリー，カリフォルニア，ミナミアフリカマイワシを同

一種とし，頭長・体長比，主偲蓋骨と眼の位置関係，舵把数の差異によってオーストラリアマ

イワシを別種とした。しかしながら，多数の標本による統計的研究をすれば，ニホン，カリ

フォルニア，ミナミアフリカマイワシはチリーマイワシ（S.sagax）と同一種でない亜種とし

て定義される可能性を示唆した。引き続いて， Thompson (1926）はヨーロッパマイワシに 2

種，その他世界に 5種のマイワシ属を認めたが，同種か異種かあるいは亜種になるかについて

不明のまま残されていると述べている。さらに，ヨーロッバマイワシ （Sardinapilchardus）と

カリフォルニアマイワシ （Sardinasι.gax）の比較をして，斑紋の有無，鱗列の多少，偲把構造，

体長・頭長比，偲蓋骨の形，計数形質である脊椎骨数（ヨーロッパマイワシ： 52.12士0.051,

カリフォルニアマイワシ： 51.69士0.015），第 1館、弓の下枝上の偲杷数（ヨーロッパマイワシ

: 50 68，カリフォルニアマイワシ： 70105）の各形質に差異があることを見出した。

Hubbs (1929）はヨーロァパマイワシとカリフォルニアマイワシを比較検討し，主に鱗配列

と偲紀構造の相違から， Saγ・dina属と異なる新属として Sardinops属を新設し，世界で5種記載
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した。しかし，これらの 5種が種としての比較研究が行われていないことを認め，とりあえず

5種を記載すると述べた。

岡田・松原（1938）は，その著「日本産魚類検索」の中でイワシ科（Clupeidae）のマイワシ属

(Sardinia, Poey, 1860）としてマイワシ Sardiniamelanosticta (T. et S目），ホシナシイワシ s.

仰 maculata (Kishinouye），ヤマトミズン S.akin側 1ensis (K.）の 3種を記載し，マイワシの分

布は日本各地，朝鮮，東シナ海であるとした。

Taranetz (1938）はニホンマイワシとカリフォルニアマイワシを比較して，脊椎骨数，鱗数，

偲把数にわずかな差異しかないことから，アメリカ産マイワシをニホンマイワシの亜種Sardi-

naps melanosticta caerulea (Girard）とした（松原， 1955）。

Fowler (1941）は Sardinaps属 Hubbs,1929とJordan (1918）の記載によるおばinia,Poey, 

1860のシノニムとしてとり扱われてきた Sardina属 Antipa,1906とを ArengusCornide, 1788 

のシノニムとした。すなわち，ニホンマイワシとホシナシイワシ，カリフォルニアマイワシ，

ミナミアフリカマイワシをチリーマイワシ Arengussagax (Jenyns）の同干重とみなし，オース

トラリアマイワシ （A.附opilchard削）を体長・頭長比，顎骨と眼の位置関係，鯨紀数の差異に

よって別手重とみなした。

Amemiya and Tamura (1942）は，ニホンマイワシとカリフォルニアマイワシの形態（問、杷

構造，稜鱗，鯨蓋骨）と計数形質について比較検討した結果，形態には差異が認めなかったが，

頭長，稜鱗数，脊椎骨数に差を認めた。すなわち，ニホンマイワシはカリフォルニアマイワシ

に比べて，頭長はより長く，稜鱗数と脊椎骨数はより少なかった。しかし，この差異は 2種を

分離するほどでなく，両者は同一種であり，変種または亜種とみなされると結論した。

Svetovidov (1952）はソ連水域の魚類の記載の中で，マイワシ属（Sard仇opsHubbs, 1929) 

は世界で Sardinopssagax sagax Jenyns, 1942を基本種とし， 5亜種に分かれて分布するとした。

また，桝elanostictaとcaerulea聞の形態差の小さいことと neopilchard usを除く他種問も同様に

形態差が小さいので，多数の標本による形態的研究がなされるまで亜種とみなすのが適当であ

るとした。

松原（1955）は，その著「魚類の形態と検索」の中で，ニシン科（Clupeidae）のマイワシ

属 （SardinopsHubbs, 1929）としてマイワシsmelanosticta (T. et S.) とホシナシイワシ s.

1附削culata (Kishinouye）を記載した。

Ahlstrom (1960）は1960年現在スクリップス海洋研究所では世界のマイワシ属 5種の形態

の研究を行っているが，その中で明らかになっている結論では Sardinopsneopilchard附を除く

4種は S.sagaxと同種であり， S.neゆilchardusのみが亜種になるだろうとしている。したがっ

て，この検討が終了するまでカリフォルニアマイワシは S.caerulea (Girard, 1854）にすると

している。

久保（1961）はその著「水産資源各論」の中で，本邦産マイワシ属にはマイワシとホシナシ

イワシがあり，世界のマイワシの近似種でしかも産業的な重要種として次の 3属8種をあげた。

Sardi naps属caendea,sagax，間eaかlchardus,ocellata 

Sardinella属仰何ta,albella, longiceps 

Sardina属pilchardus 

Lindberg and Legeza (1965）は，その著「日本海・オホーツク海・黄海の魚類」の中で日本
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マイワシを Sardinops慨 el仰 osticta (Schlegel, 1846）として記載した。

Culley (1971）は，世界のマイワシ属の命名は議論の多い問題を抱えており，マイワシ属 5

種が Sardinopssagaxの亜種とする Svetovidov (1952）の見解とさらにそれを支持する Ahl-

strom (1960）の見解を紹介し， ミナミアフリカマイワシ（S.ocellata）の分類が現在検討され

ていると報告した。

ニコルスキー (1982）は Svetovidov (1949）の見解に基づき．世界のマイワシ属として 2属

7種（ 5亜種を含む）の分布図を示した。

Sardina pilchaγdus pilchardus 

s. F‘sa：γdi抗乱

Sardi悦opssagax 

S. s.叫 opえlchaγdus

S. s. ocellata 

S. s. caerulea 

s. s.悌 elanosticta

最近， Whitehead (1985）は FAOの水産総説シリーズの中で世界のニシン科魚類について

総説し，マイワシ属を 2属 6種として記載し，従来使用されていた学名を男性形に統ーした

(Table 2-1）。

(3）分類に関するまとめと論議

以上のマイワシの分類学上の研究の変遷から，ニホンマイワシの主な同物異名をまとめた

(Table 2-3）。

Table 2・3. The synonyms of the Japanese sardine，邑国並豆~型り塑笠益笠旦E

(Schlegel, 1846) in the taxonomical history. 

1846: Q!iJJ型型豆担笠並旦旦Temminck& Schlegel 

Gunther (1868) ：旦盟旦笠旦主

Jo吋anand Snyder (1901) ：旦盟担姐旦血豆担笠血盟E

Jordan and Herre (1906) ：邑控型出血昼担笠坐1呈（Schlegel,1846) 

岸上（1907) ：旦盟型型d担笠生旦 Schlegel

Jo吋an,Tanaka and Snyder (1913) ：企旦Q!)'.但笠堅 melanostictum(T. & S.) 

Re仰（1916) : ~坦坦笠盟主

Hubbs (1929) ：邑坐型~~担笠些但（Temminck & Schlegel, 1846) 

岡田・松原 (1938) : §.皇国恒i旦melanosticta(T. & S.) 

Fowler (1941) ：主主旦~里担里（Jenyns)

Svetovidov 0952) ：邑足並芭盟主主型昼担笠虫色（S~hlegel, 1846) 

松原 (1955) ：皇国担盟E旦豆担型生旦（T.& S.) 

久保（1961) ：邑国並盟E旦豆担型坐旦（T.& S.) 

松原・落合（1965) ：』足並盟E旦豆担堕坐旦（T.& S.) 

Lindberg and legeza (1965) ：邑虚血~！！！り担笠坐旦（Schlegel, 1846) 

Culley (1971) : §.皇国坦哩§~盟昼坐竺（T. & S.) 

ニコルスキー（1982) : §..：.笠盟主型昼担笠生旦（Schlegel,1846) 
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世界中に分離して分布するマイワシ類については 1929年に Hubbsがヨーロッパマイワシ

属 （Sardina）から分離してマイワシ属 （Sardinops）を創立して以来，属レベルの分類は確立

した。しかしながら，マイワシ属における種に対する見解は数少なく，かつ意見が割れている。

すなわち，

① 多数種説・…・・Hubbs(1929) , Whitehead (1985) 

②単一種説……Gunther(1868) 

③ 2種説・…・・Regan (1916) . Fowler (1941) 

④ 1種4亜種説…..Svetovidov (1952) 

⑤ 1種 1亜種説……Ahlstrom(1960) 

古くは Gunther(1868）カfニホン，チリー，カリフォルニア，オーストラリアマイワシを同

一種 （Clupeasagax）とみなし，その根拠は文献の記載に基づく比較によると推定されるが，

不明である。 1929年以前では Regan(1916）の業績が光っており，彼は全世界の標本を調べ‘て

オーストラリアマイワシを除くニホン，チリー カリフォルニア ミナミアフリカマイワシを

同種とし， 2種 （Sardinasagaxとneopilchardus）を認めた。しかし，多数の標本による比較研

究が行われれば，それらは亜種になるだろうと彼は推論した。 Fowler(1941）も， Reganと同

じ2種 （Arengussagaxとneopilchardus）を認めたが，文献の比較による結論と推定される。

ソ連の Svetovidov(1952）はおばれiopssagax sag，仰を基本種として，他の 4種を亜種に位置

づける 1種4亜種説を提案したが，これも主に文献の比較によっている。最後に， Ahlstrom

(1960）はオーストラリアマイワシを亜種と認め，他の4種を同一種とするスクリップス海洋

研究所における検討中の結果（ 1種 1亜種説）を紹介したが，その後その内容について発表さ

れていない。しかし，このマイワシ属 5種の分類研究は世界からの多数の標本に基づくものと

考えられ，公表されていないのは誠に残念なことである。

このように，マイワシ属の分類はヨーロッパマイワシ （Sardi叩）属については 1種 1亜種

がほぼ確立していたが（Culley,1971），最近 Whitehead (1985）は 1種として記載し，亜種

の存在に検討の余地を残した。 Hubbs (1929）がSardinops属を創設して以来，世界中に分布

するマイワシ属 （Sardinops）の5種に関する本格的な研究はなく，わずかに文献上の比較によ

るFowler(1941）の 2種説と Svetovidov (1952）の 1種4亜種説と Whitehead (1985）の同

種説があるにすぎない。 Ahlstrom (1960）の紹介したスクリップス海洋研の 1種 1亜種説は

種に対する有力な見解になると考えられるが， Regan (1916) . Thompson (1926) , Hubbs 

(1929) . Svetovidov (1952) , Culley (1971）が付帯条件として指摘したように，マイワシ

属の 5種の分類には検討の余地があり，多数の標本による形態と計測の研究が必要とされる。

しかしながら，各著者はオーストラリアマイワシが他の4種と形態的に差があることをほぼ一

致して認めており，それを種レベル（Regan,1916 ; Fowler, 1941 ; Whitehead, 1985）ある

いは亜種レベル（Ahlstrom,1960）の相違と評価するのかまたは同種とする（Svetovidov,

1952）のか，すなわち，種に対する各研究者の認識の相違が穫の位置づけの違いとなって表

現されていると解釈される。したがって，マイワシ属の種に対する見解は今だに Hubbs

(1929）の時点から進展していないと判断され， Hubbsがその後マイワシ属の種の整理した結

果を公表しなかったことは残念なことである。

著者は現段階では世界のマイワシ属には 2属6種（Table2-1）を認めるのが妥当と考えてお
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り，本報では Table2-1に基づく男性形に統ーされた学名と和名を用いる。そして，将来早い

機会に多数の標本による形態学的さらに生化学的な新手法も導入した分類研究によって説得力

のある整理が行われることが必要であると考える。

以上のような分類学上の変遷から，ニホンマイワシの学名はその分布圏にある日本とソ連で

は異なり，日本では松原（1955）が「魚類の形態と検索」を刊行して以来 Sardinopsmelanos-

ticta (T. & S., 1846）が定着して汎用されており，一方，ソ連では Svetovidov (1952）の見解

に基づいて亜種 Sardinopssagax melanosticta (Schlegel, 1846）が用いられている例が多い（例

えば，ニコルスキー， 1982）。なお，命名者名が異なる理由は不明で、ある。日本人による世界

のマイワシ属に関する研究はなく，わずかに形態の比較研究としてニホンマイワシとカリフォ

ルニアマイワシについて Amemiyaand Tamura (1942）の，およびニホンマイワシとカリフォ

ルニアおよびヨーロッパマイワシについて中井（1938a, b）の報告があるにすぎない。

日本産マイワシの近縁種としてはホシナシイワシがあり，本種は岸上（1907）によって九州

唐津及び中国南部産の標本をもとにイワシ属の 1新種 Clupeaimmaculataとして命名発表され

た。その後も日本では，本種はマイワシ属に属するマイワシとの近縁の種として認められ，

1981年に発行された「日本産魚名大辞典」にも記載されている。この間の歴史的な分類学上の

経緯については庄島（1987）が詳細に解説しており，本種はその形態的な特徴からヤマトミズ

ン属に分類されるとの見解を述べている。

(4) マイワシ属の分布

FAO (1960) , Baker (1972) , Whitehead (1985）の知見と著者のまとめ（後出）を参考

にして，世界に生息する 2属 6種のマイワシ属の分布を示した（Fig.2-1）。

。 40 JGOE 陪0 160W ロo

。

Fig.2・1. Geographical distribution of the genera Sardina and Sardionops in the world. 

the descriptions by Whitehead (1988). 

Illustrated after 

A: European pilchard: Sardina pilchardus 

B: Japanese pilchard: Sardinops melanostictus 

C: California pilchard: S. caerulea 

D: South African pilchard: S. ocellata 

E: Australian pilchard: S. neopilchardus 

F: South American pilchard: S. sagax 
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ヨーロッパマイワシは， Whitehead (1985）によると，アイスランド南岸に稀に出現し，普

通北海の沿岸域，すなわち，イギリス近海 ノルウェー沿岸からスェーデン南岸のスンド海峡

付近まで分布する。また，ヨーロッパの西岸域にも広く分布し，分布の南限はアフリカのセネ

ガルのゴリ湾（14°43’N）である。地中海には西部を中心に分布し，イオニア海ーアドリア海，

エーゲ海ー黒海にも出現する。アフリカ北岸ではリピアのシドラ湾以西域に出現する。

ニホンマイワシは日本近海を中心として西方では，東シナ海～黄海に，そして日本海全域に

出現し，その分布の北限は間宮海峡のアムール河口域付近である。オホーツク海にも南部を中

心に分布し，サハリンの東岸45～47°N付近まで出現する。千島列島域では冷水のためにエト

ロフ島以南に分布する。分布の北限はカムチャッカ東岸とコマンドルスキー諸島の56°N付近

に達する。分布の南限と東限は太平洋域にあり，南限は黒潮前線域に存在し，その最南限は九

州南の薩南海域の29°30'N付近である（黒田， 1987a）。最近の資源の増大期における資料によ

ると，分布域は通常の分布域である155°Eよりも東偏して西経域に達しており，分布の東限は

165。W,40°N付近である（ヴエリアエフ，私信）。

Whitehead (1985）によると，カリフォルニアマイワシは北米の太平洋岸域に生息し，分布

の北限であるアラスカ南東岸からカリフォルニア半島のサン・ルーカス岬付近を南限としてカ

リフォルニア湾内に分布する。チリーマイワシは南米の太平洋岸域に生息し，分布の北限はペ

ルーのセクラ湾（ 5°S）付近にあり，チリーのモカ島付近（38°30’S）を南限とする。赤道直

下のガラパゴス諸島にも出現する。

オーストラリアマイワシは， Baker (1972）によれば、，オーストラリア，タスマニア島，

ニュージーランド近海域に生息し，オーストラリア西岸域では24°s以南に，東岸では25°s以
南に出現し南岸にも分布する。ニュージーランド近海では，ほほ全域に出現するが，西部域よ

りも東部域に多く分布する。

Whitehead (1985）によると，ミナミアフリカマイワシはアフリカの南岸域に生息し，西岸

ではアンゴラ南部のパヤチグレとアレキサンダー湾付近（16°s）に分布の北限があり，東岸

では南アフリカのダーパン沖付近（30°s）まで分布する。そして，マダカスカル島の東に位

置するモーリシャス諸島に分布する可能性が指摘されている。

マイワシ属の世界的分布を最初に図示したのは Norman (1931）で，その後 Svetovidov

(1952) , FAQ (1960) , Whitehead (1985）によってより新しい知見に基づいて改訂されて

きた。 Norman (1931）は 世 界 の マ イ ワ シ属に 3種 （Sardi叩 pilchardus,S. sagax, S. 

M ゆlchardus）を認め，それらの分布域を示し，年平均水温12-20℃の亜熱帯水域に分布する

とした。そして，北米大西洋岸におけるマイワシ属の分布の欠知については不明であるとの見

解を示したO 同様に， Ekman (1935）も世界のマイワシ属が年平均10-20℃の温帯水域に分布

し，両半球性で，かつ，環温帯的分布を示すことを指摘したa FAQ (1960）は既往の知見に

基づいて，世界のマイワシ類 （Sardinella,Sardina, Sardinops）の分布域を示した。 Whitehead

(1985）もニシン科魚類の分布域を海岸線として示した。しかし，これらの分布図は，沿岸域

に限られた分布域を示すのみであり，外洋域における分布の広がりについては不明の図となっ

ている。

本報でまとめたニホンマイワシの分布は，既存の知見に基づいて種の最大分布範囲を示した

もので，極めて広範囲に分布する可能性が示された（Fig.2-1）。その他の種の分布図もほぼ最
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大分布に近似したものが示されていると考えられるが，前述のように外洋域の分布が欠けてい

る。もし，それらが明らかになれば，分布の重複は考えられないが，種間の交流や遺伝子の伝

達の可能性が想定され，種の形成と分化を考える基礎となるであろう。すなわち，海流系を考

慮すれば，ニホンマイワシ→カリフォルニアマイワシ， ミナミアフリカマイワシ→オーストラ

リアマイワシ→チリーマイワシいう移動系路が想定され，種の増大期には遺伝子の伝達が可能

である。この東西方向の移動は，地史上の暖候期に生ずる現象と想定されるが，逆に寒候期に

はニホンマイワシとオーストラリアマイワシ，カリフォルニアマイワシとチリーマイワシ，

ヨーロッパマイワシとミナミアフリカマイワシの分布が重複し交流する可能性があると考えら

れる。

最近， Parrishet al. (1989）は世界のマイワシ属 （SardinaとSardinops属）の分類・分布・

個体群構造に関する既往の知見を詳細に整理し，分類と種分化について見解をのべた。すなわ

ち，未発表の電気泳動試験の結果を基にして，マイワシ属はヨーロッパマイワシ Sardina属の

ほかにニホン，カリフォルニア，チリー，オーストラリア， ミナミアフリカマイワシを 1種で

あるとする立場を明らかにした。また 大西洋の西岸域にマイワシ属の分布がないのは，競争

種として Brevoortia属が生息するからとしている。さらに，資源の高水準期にはニホンマイワ

シはカリフォルニアマイワシの分布圏へ，そして，南半球ではミナミアフリカ，オーストラリ

ア，チリーマイワシ間にも同様な交流が生起する可能性があることを指摘した。そして，赤道

をはさむ南北半球聞の交流は熱帯東太平洋でカリフォルニアマイワシとチリーマイワシが，ギ

アナ海流域でヨーロッパマイワシとミナミアフリカマイワシの交流の可能性があると指摘した。

この見解は，著者のそれと分類学上では異なるが，分布圏の移動については類似している。

2. ニホンマイワシの初期発生

使用した標本の採集データは次の通りである。

全長 3 -30 mm 1983年 3月 潮岬沖黒潮域 表層曳

1986～ 1988年 4月 伊豆近海域 表層曳

全長 30-50 mm 1980年 4月 房総沖 表層曳

全長 50 mm台 1980年 4月 房総沖 表層曳，たも網

全長 50～ 60mm 1978年 3月 高知県須崎 瓢曳網

全長 70-90 mm 1978年 3月 和歌山県串本港 たも網

全長 60-90 mm 1982年 6月 30° N , 146°12’E たも網

内田（1966）によると，魚類の発育には形態・色彩斑紋などが単純な原型から回り道せずに

直進的に成体の状態に達する直達発生と，体形あるいは一部分の形態・構造の大きさ・色彩斑

紋などが幼期に成体とは異なる方向に発達して，発育のある時期に達すると急に変化して成体

の状態になる変態を経る発生とに区別される。

前者は比較的原始性を保つ系統群に多くみられ，サケ科とタイ科の発育の多くが属する。後

者には，イワシ型変態，ウナギ型変態，サパ型変態，カレイ型変態の 4つの変態発生がある。

マイワシはニシン亜目（ニシン科・カタクチイワシ科・オキイワシ科）の多くの魚類と同様

に，幼期にシラス期（ShirasuStage, Whitebait Stage）と呼ばれる時期を経るイワシ型変態を



マイワシの再生産過程 63 

行う。シラス期の特徴は体が細長くて側扇せず，黒色素胞の発現が乏しくて透明に近く，頭部

は小さく，腸管は直線状に後方へ延びており，旺門は成体に比べて著しく後方に開く。背・瞥

鰭も成魚より後方に発達する。後期仔魚、から稚魚に移る変態時には，体高を増してやや側扇し，

頭は大きくなり，背・啓鰭，旺門は前方に移動する。

沖山（1979）はイワシ型変態について具体的に説明し，その形態的特徴を次の 6項目に要約

している。

(1) 体形は非常に細長く，黒色素胞の発達が著しく貧弱で，生時の体色は透明に近い。

(2）筋肉節数は約40-60 （時に80以上）と多い。

(3）消化管は細く直走し，腸管部内面に環状のひだが規則的に配列する。

(4）旺門は著しく後方に聞き，成長とともに前進する。

(5）背・啓鰭は成長とともに前進し，とくに後者においては基底部の伸長を伴うことが多い。

(6) この変態の過程は通常，後期仔魚期を通じてi新進的に進み，稚魚期への移行時に終了する。

体長の縮小をともなうことは稀である。

ムふ化（卵→前期仔魚）

ふ化仔魚、の体長は 3mm前後である。体は細長く，体の前部約2/5の腹面には卵黄が大きく

位置をしめ，卵黄の後端には油球が位置する。卵期からみられる器官として体側正中線付近に

クプラ（遊離感丘）がある。卵期後半から引き続いて，筋節は分化中であり，体の背面には頭

頂から尾部まで黒色素胞が出現している。

ム前期仔魚

ふ化仔魚は普通卵のうを上にして表面近くを浮遊する。 4mm前半では胸鰭条原基， 4 mm 

後半には尾鰭条原基が出現する。眼は無色からやや着色しはじめる。遊離感丘は体側正中線付

近のほかに，背・腹正中線付近にも認められる。黒色素胞は背面から消失しはじめ，体側から

腹中線にかけて分布する。

ム卵黄吸収（前期仔魚、→後期仔魚）

卵黄吸収時の全長は 4mm台から 5mm始め位である。口が開口し，眼が薄茶色から黒茶褐

色に変化する。旺門は当初閉じているが次第に開口する。卵黄と油球は吸収されて痕跡的に存

在する。下顎が突出し， 4.5-5.0mmで尾鰭条原基が出現し，胸鰭の鰭条分化が始まる。黒色

素胞は頭端と腹中線付近に分布する。遊離感Eは前期仔魚とほぼ同じ位置に存在する。 Miller

(1952）のカリフォルニアマイワシ仔魚の観察結果によると，卵黄吸収後に体長の減少，すな

わち，収縮による減少がみられる。

ム後期仔魚ー稚魚

相対生長：体長（頭部先端ー脊椎骨末端）に対する比，丈中の数字は全長（TL）を示す。全

長 4-90 mmの相対生長の変化を Fig.2-2に示す。

眼球：体長に対する比の変化は小さいが， 15～20mm (TL）頃に比率がやや低下し， 35

mm位から一定となる。眼球は当初楕円体であるが， 15～ 20mm位から球形化が進

行し， 25-30mm頃にはほぼ円形にみえる。

尾柄高：全長約11mmで脊索末端の上屈開始後に尾柄部が発現し，その体長比は次第に増加

して， 35mm (TL）位でほぼ定数（体長の約12%）に達する。

体高：体長比は前期仔魚から25mm (TL）位までほとんど変化ないが， 25mm位から次第
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Fig.2ふ Relativegrowths of various body parts to the body length during larvae to juvenile of the 

Japanese sardine. 

に増加し， 45mm (TL）位で約 2倍に増大して定位（体長の約18%）に達する。

腹鰭付近の最大体高を示す部分を測定した。

頭長（鰐‘蓋骨後端長）：約16mm (TL）で偲蓋骨が下顎後端部から伸長しはじめ，約35

mm (TL）で完成した後，ほほ定数に達する。

旺門長：体長比は虹門と啓鰭の位置の移動を示している。マイワシの虹門は他のイワシ類と

比較して後位にある。虹門の位置は前期仔魚期から15-20mm位までやや後進する

が，その後徐々に前進し， 45mm (TL）位でほぼ定位置（体長の約75%）に達す

る。これは瞥鰭条系の45-50mm (TL）での完成と関係していると推定される。

頭部先端から旺門までの距離を測定した。

背鰭前（後）部長：背鰭後部が発現する12mm位から25mm (TL）位まで背鰭後部位はわず

かに前進する。背鰭前部は鰭条のそろう 20mm位から発現し，その後背鰭は42・43

mm (TL）まで著しく前進し， 45mm (TL）頃にほぼ定位置（体長の約45%と

55%）に達する。

腹鰭前部長：腹鰭の位置の変化は少ないが，約14mmで発現してから36mm (TL）佐に定位

するまでゆっくりと後進する。この間，背鰭は大きく前進するために，背鰭の前部

位と腹鰭の位置は約36mm (TL）で交叉する。従って，頭端からの前後関係は逆

転して，背鰭が腹鰭よりも前位する。

変態中の著しい特徴として，背鰭，腹鰭，智鰭（旺門）の移動があり，中でも，

最も大きく移動するのは背鰭の前進である。

鰭条系：各鰭の鰭条の定数は次の通りである：尾鰭（17条），背鰭 (18～ 20条），啓鰭（18～ 20

条），腹鰭（ 8条），胸鰭（17-19条） 0 鰭条系の発生を Fig.2-3に示す。
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Fig.2・3. Morphological developments of upturning notochord, forking caudal fin, fin-ray system, scales 

and scutes, nostrils, operculum and pigmentation during larvae to juvenile period of the sardine. 

胸鰭条原基のみが前期仔魚期（4mm位）に発現し，他の鰭条は卵黄吸収後の後

期仔魚、になってから発現する。すなわち，尾鰭条は 4mm台後半に，背鰭条は 5

mm台に，啓鰭条は 7mm台に，そして腹鰭条は最も遅く 14mm台に原基が発生す

る。尾鰭・背鰭・瞥鰭の鰭条の分化は約21mm (TL）で完成するが，腹鰭条では

26mm位，胸鰭条では30～ 33mm位である。腎鰭条の原基は約 7mm (TL）で出現

して， 8mmには全ての個体に原基ができる。 lOmm頃には鰭条が分化しはじめ，

次第に発達して数を増す（12mm : 3 - 4条， 14mm : 10-11条， 16mm : 16条）。

19mm頃に鰭条数はほぼ定数（18-19）に達し， 21mm頃には鰭条に分節が現われ，

啓鰭の最後の 2条が伸長しはじめる。 30mm頃には啓鰭の最後の 2条は明らかに長

い鰭条となるが，まだ未分化である。 36・37mm頃には鰭条の分化は完成する。こ

の瞥鰭の最後の 2条が長いこと（Fig.2-4）はマイワシ属の特徴である（Hubbs,

1929）。庄島（1987）は体長10～ 12cmの小羽マイワシの瞥鰭の18軟条の長さを測

定して，最後から 3番目の軟条が第 1軟条に次いで短く，最後の 2軟条はそれの

1.4-1.7倍と1.8-2.3倍であることを報告した。鰭条の分化後，鰭条系としての形

態と基底部，担鰭骨などの完成は45-47mm位である。なお，尾鰭の叉入は脊索末

端の上屈後の15mm位に始まり， 26mm位で完成する。

Fukuhara (1983）のカタクチイワシの鰭条の発生の詳細な観察によれば，マイワ

シよりも全てにおいて発生が早く，仔魚から稚魚への変態の開始も21mm位で早い。

組織器官の出現形成（Fig.2-3)

遊離感丘：体表に存在する側線系の感覚器で，ふ化後発達し，背・腹中線と体側正中線付近

に分布するが， 7 mm位から減少し 10・11mm位にはほぼ消失する。カタクチイ
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ワシではふ化時に10対の遊離感丘が観察されている（石田・川口， 1988）。

筋 節：ふ化時に既に分化中の筋節は前期仔魚期に分化が進行し，卵黄吸収後の 6mm位で

尾端までほぼ分化する。その後，筋節は明瞭となり， 17・18mm位には体側全体に

分化する。 23mm位にはW型筋節に分化しはじめ， 29mm位にはW型筋節が完成す

る。

脊索末端：全長11mm頃に上屈しはじめ， 14mm台でほぼ上屈を終了する。

鼻 孔：全長lOmm頃に原基が出現し， 12mm頃に 1対の鼻孔となる。孔の 2分離は20mm

位から始まり， 23mm位から分離したものが出現しはじめ， 30mm位で全ての個体

の孔が分離して，完成する。

腸管：卵黄吸収後の 4mm台でやや太くなり， 5・6mm台では後半部の肥厚が認められる。

7 mm台で前部も肥厚する。 11mm台で中央の下部が膨らみ，後部に横じわが生じ

てらせん状を呈する。その後， 20mm頃までらせん状が次第に明瞭になる。 20mm

位で腹鰭直後に膨脹がみられる。 30mmをこえると，前方から腹縁表皮が発達して

腸管はみえなくなる。

鱗と稜鱗：鱗は全長30・31mm台で尾鰭ー尾柄問の体側上と腹鰭ー旺門の腸管上に出現し，

次第に拡大して， 34・35mmでは胸鰭一腹鰭問の腹縁付近にも出現する。 40mm以

上になると，背中線にも出現する。稜鱗は40・41mm位で胸鰭～腹鰭聞に出現し，

44・45mm頃には腹鰭－!JI門間にも出現する。全長70mmの個体の稜鱗数は

(20-21) + 15である。

マイワシの初鱗発生については，岸上（1907）が1寸余で出現すること，久保・

服部・川崎（1949）は東京湾産の標本（体長： 31.5mm＝全長： 39mm）では尾柄

部の啓鰭上方付近に出現すること，吉田（1933）は朝鮮南東岸産の標本では体長

34・35mmで出現することをのべている。今回の結果による初鱗の発生は30・31

mm (TL）位にあり，既往の結果よりも早い時期に発生することを示している。稜

鱗の発生については，内田ほか（1958）は全長40～42mm頃に出現するとしており，

本論文とほぼ一致する。

Baker (1972）によると，オーストラリアマイワシでは体長25mmで尾柄上に初

鱗が形成され，ニホンマイワシよりも早い時期に発生する。また，カリフォルニア

マイワシでは34mmBL頃に鱗が発生し（Scofield,1914），ミナミアフリカマイワシ

では36・37mmBL (42 mmTL）に初鱗の形成がある（Davies,1954）ことが知られ

ている。

偲蓋骨：全長16mm頃に下顎後端から原基が伸長しはじめ， 22mm台には胸鰭まで達する。

その後，骨質の分化が進行し， 32・33mm頃にほぼ完成する。ニシン科の中でマイ

ワシ属の特徴を示す主偲蓋骨上の 5本の骨質隆起条（Fig.2-4; Hubbs, 1929）は

36・37mm頃からできはじめ， 42mmでは 1-3条， 46-50mmでは 2-3条と発

達し， 55mmをこえるとほぼ定数に達する。

その他： 4mmで耳のうが出現する。口部では， 9 mmで突出がみられ， 12mmで上下顎に

車車が出現する。偲条は13mm頃に観察され， 14mmになると脳分化が始まる。

色素系（Fig.2-3,Appendix Table 1) 
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卵発生の後期には匹体の背面に黒色素胞が頭頂から尾端付近まで出現し，ふ化直後も同様な

色素パターンを呈する。前期仔魚期には，黒色素胞は背面から消失して体側面一腹中線へ移行

する。卵黄吸収前には胸鰭下一旺門までの腹中線付近に 1列に並ぶ黒色素胞が分布する。頭部

吻端付近には小点状黒色素胞が散在する。

卵黄吸収後には背面，頭部，体側面に黒色素胞は全くなく，腹中線付近にのみ分布している。

この腹中線の黒色素胞は胸鰭下一腸管中央には 2列約13対あり，腸管中央から旺門までに 1列

14-15個配列する。その他，旺門と尾鰭問に 2～ 3個の小点状黒色素胞が出現し，そして尾鰭

腹縁にも現われる。これらの黒色素胞列は次第に発達し， lOmm前後に最も明瞭となる。 11

mm頃から腸中央一旺門間の黒色素胞が腹腔内に入りはじめる。 13mm頃には耳のう内， 15

mm頃には頭部眼球聞に点状に黒色素胞が出現しはじめるが， 15mm位まで腹中線に卓越する

色素パターンを呈する。その後， 24mm位で腹鰭基底に黒色素胞が発現して以後，この色素は

約48mmまで持続するが，腹縁付近の他の黒色素胞は40mm台後半ですべて消失する。一方，

背面の黒色素胞は15mm 位から筋肉内に出現して後， 20mm以上になると次第に背中線付近の

全域に出現し，数を増す。 20mm頃からは頭部にも黒色素胞が散在的に発現し， 30mm以上と

なると頭部一背面全域に著しく増加し，脳上の円形状黒色素胞群が明瞭となり， 40mm台後半

まで広く分布する。一方，体側面では25mm頃に体側正中線に I列の黒色素胞が出現して後，

次第に発達して数を増し，黒色素胞群列を形成し， 38・39mm頃には帯状を呈するようになり，

48・49mm頃明白な帯状黒色素抱帯を形成する。別に， 32・33mm頃には筋節上に黒色素胞が

出現し， 34・35mmには体側腹部にも黒色素胞が発現しはじめ， 40-50mm頃最も卓越する。

50mm以上になると，体側中央の帯状黒色素胞帯は薄くなり，体側背面が茶褐色，体側腹面が

白色の 2色パターンを呈するようになる。背中線には頭部から尾部まで黒色斑点列が発現する

(50～ 55 mm）。 60-65mmでは胸鰭ー背鰭聞の背中線と体側上部の黒色の斑紋が1-2個出現

し，種の特徴を示す（Fig.2-4）。この黒色の斑紋はさらに増えて，頭頂ー背鰭までの背中線で

は5-6対，体側上部では 5-6個となり，色が明瞭となり成魚の模様に近似するようになるO

Fig.2・4. Schematic figures of the Japanese sardine. Two or three rows of dark pigment spots along 

flank and山 lasttwo anal finrays elongated (above). Radiating striaes on operculum (below). 



68 黒田ーー紀

内田ほか（1958）によると，背鰭基底両側の黒斑は全長53mm頃から出現し，そして体側の

黒色斑紋は全長56mm頃から出現し， 62mm頃には明瞭となると報告している。これは，本論

文の観察結果とほぼ一致しているが，体側斑紋の発現体長の差異は採集海域や標本の質による

とも考えられ，発現時期は本報の結果よりも少し早いかもしれない。

3.ニホンマイワシの発育段階別の形態および生態的特徴と海洋生態系における地位

魚類の生態研究はその存在様式，すなわち，年々反復される生活様式である「生活周期」を

明らかにすることである。そして具体的には，魚類の生活史を形態および生態に対応して「発

育段階」に区分して，各段階における固有の生理的特性や生活様式を説明することである（佐

藤， 1964'1965；渡部・服部， 1971）。そして，発育段階は全ての魚類に共通の特徴として現わ

れ，適応的意義と種特性を有している（ニコルスキー， 1963）。マイワシの生態，すなわち，

マイワシと環境との関係はマイワシを主体的なものとして，その存在様式を規定する条件とし

て環境をとらえる必要がある。そして，環境条件は同一でもマイワシの発育段階と生活周期に

よって異なる影響を与えるので，全ての環境条件は種の生活に還元して統一的にとらえる必要

治宝ある （材；， 1965）。

マイワシの発育段階に関する既往の知見（Nakai,1962a；林， 1965; Kondo,1980；渡部

'1981 b，平本，1981；近藤，1988）を詳細に検討すると，その区分の内容は各研究者によって

見解を異にしている。 Nakai (1962 a）は35mm (BL）以下のシラス期を後期仔魚と稚魚期と

し， 3.5～ 6cm (BL）を小イワシ， 6 -14 cm (BL）を小羽， 14-17cm (BL）を中羽， 17

cm (BL）以上を大羽の地方名をあて，各々大羽→大型マイワシ，中羽→中型マイワシ，小羽

と小イワシを小型マイワシとして，発育段階にあてた。また，マイワシの発育段階について記

述した主な知見である林（1965), Kondo (1980），渡部（1981b），平本（1981），近藤

(1988）を比較すると，稚魚期一未成魚、期における区分や体長範囲に相違が目だっている。こ

の原因は，内田ほか（1958）による62mm (TL）までの詳細な初期発生の記載に基づ司いてい

ること，そしてその中で， 40-60mm (TL）の発生期を稚魚、期＝小羽と記述していることに

よっているためのようである。また，稚魚、期から未成魚、期への移行時期も形態的な特徴がない

ために各研究者の記載は大きく相違している。いいかえると，初期の発育段階については， 1 

つは後期仔魚期から稚魚、期への幅広い移行時期の位置ずけや，全長と体長の表現法による相違

があることによる混乱である。その中でも，大きい相違点は30-50mm (TL）にある変態期

の位置づけである。すなわち，変態期を後期仔魚期に含めるか稚魚期として独立させて稚魚、期

と幼魚期を区分するか，稚（幼魚）期に含めるかである。

本論文において，著者は，前節における全長90mm台までのマイワシの初期発生の観察から，

全長30～ 50mmにみられる変態の時期を後期仔魚、期に含めて考え，全長55mm位で形態や計数

形質が完成して，体側の斑紋が出現する時期以降の0年魚を稚魚期と定義した。そして，マイ

ワシの発育段階の区分を再検討し，卵・仔魚・稚魚・未成魚・成魚、の 5段階に分けた。しかし，

稚魚期とした 0年魚時代には仔魚期ほどではないにしても形態・生態の変化があると推定され

るが，連続した標本の獲得が困難なためにその面の調査研究が遅れており，今後の検討を待ち

たい。さらに，稚魚期から未成魚期への移行には形態的な特徴はないが，生態的には 0年魚の

受動分散を主とする生活型から，能動的な南北回遊の生活期になる観点から，発育段階を区分
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Table 2-4. Body length, vernacular names, morphological and ecological characters, and trophic levels in each develop-

mental stage of the Japanese sardine. 

Developmental Body~~~~ or Vernacular M~~~~~~；；~al Ecologic渇lCharacters r~ee~~c Stages Tota gth Names 

1.2～l.Smm 
Floating and dispersing Primary and 

EGG （卵期） Embryo Sperical body passively at surface nutnlious 
in diameter 

layers prey 
Hatching 

PRELARVA about 3mm (TL) Shirasu-like Self nourishing period Secondary and 

Yolk-sac larva body with yolk Distributing passively nutritious prey 

（前期仔魚期） 4-5mm(TL) 
sac at surface layers 

Yolk absorption 

L 4～5mm何L) シラス Opening mouth Beginning to feed 

A POST- and anus 

R LARVA Shirasu Eye pigmenta 
~~~~~fri~t~r~~ation Primary 

-llon at v Whitebait 
Shrinking surface layers consumer 

A （後期仔魚期） body Passive dispersing 
→Active moving 

変態期（カエリ） Metamorphosis Occuring. in ng~~~~ 
（体長約3.5 Changing color 

phototax1s a mBL 

～4cm) pattern Diurnal vertical migration 

about 55mm (TL) Developing 
organs 

40～50醐（BL) ヒラゴ（回rago) Primary and 

JUVENILE 
（体長約5～6cm) Adult-like body Moving for active feeding secondaη 

小羽（コパ，Koba) and color pattern 
in shoals consumer 

（稚魚期）
（体長約5～12cm) Diurnal vertical migration 

12-14cm (BL) Young-of-year 

12～14cm (BL) 中羽（チュウパ） ~：~~1~：nd wintering 
IMMATIJRE Chuba Developing gonads 

（未成魚期） 中羽（チユウノ＼） Moving in shoals 

17cm(BL) Yearing Diurnal vertical migration 

ADULT 大羽（オオノ＼）
~~：~~1~：nd spa明 ting

（成魚期）
14～17cm(BL) 

Ooba 
Mat即時 ingonads Spawning in shoals 

Diurnal vertical migration 

した。そして，主な形態・生態的な特徴と海洋生態系における生態学的地位をTable2-4のよう

にまとめた。

卵は約 3mm (TL）台でふ化してふ化仔魚（前期仔魚）となる。体は球体から長円体に変

化して浮遊適応した形態となり，卵と前期仔魚、は一時性プランクトンとして受動分散しつつ表

層を浮遊する。これらの発育段階は自栄養の期間で，前期仔魚期には卵黄と油球から栄養を摂

取する。海洋の生態系における両発育段階の食物栄養段階は他の動物の餌となる特徴があるの

で，光合成を行って場殖する植物プランクトンを主とする一次生産者と同佐の栄養段階に入る

と考えられる。

仔魚期はシラス期とも呼ばれ，全長4-5 mm頃にほぼ卵黄が吸収されて，口が聞き， E門
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が開口し，眼が黒色化する。すなわち，自栄養から他栄養生活に転換するが，多くの場合，卵

黄と油球がわずかながら残存している。後期仔魚期における形態の発現・発達とともに次第に

受動分散から能動分散に変化する。内田ほか (1958）は，全長17mm頃に沿岸沖合の半浮遊生

活から内湾ー沿岸の接岸域に来遊することを指摘しており，遊泳力が増して小さい群れを形成

して移動すると考えられる。しかし，この生態を示す時期に対応した明瞭な形態変化は不明で

あるが，脊索上屈が終fして尾鰭叉入が始まり，尾鰭の発達が著しく，他の鰭も発達途中の時

期である。伊東 (1961）によれば，生息域は主に表層50m層にあり，体長20-30mm頃から

走光性を示し，日周昼夜垂直移動が発現する。

この期の後半（30-50mmTL）には体形と色素パターンの著しい変化を生じて，いわゆる

変態期となる。すなわち，体形は体高が急激に高くなり，側属する。背鰭と啓鰭（旺門）の前

進と腹鰭の後進が生じる。一方，黒色素胞が発達し，その末期には体色変化を生じ，背部は暗

褐色，腹部は銀白色の 2色パターンを呈するようになる。同時に，組織・器官や計数形質もほ

ぼ完成して，成魚、の態様に近似するようになる。この時期はカエリ期と呼ばれている。

稚魚、期は約55mm (TL）から始まり，発生時を基準として当才魚、（ 0年魚）時代の約12～

14 cm (TL）までの期間と定義する。筋節や計数形質はほぼ定数に達している。この発育段階

の初期には成魚と同じ背部黒色，腹部銀白色を呈するパターンとなり，種の特徴を示す体側斑

紋が発現する。また，主眼差骨の 5条の骨質突起が定数に達する。遊泳力が増して群れを形成

し，低塩分域である接岸域や内湾河口域にも出現することが多い。

稚魚期と未成魚期を区分するような形態指標はない。 I年魚となり未成魚期に入ると，生殖

腺による雌雄の判別が可能となり，索餌・越冬回遊を行い，年を単位とする生活周期をもつよ

うになる。

成魚期は生殖腺が発達し産卵可能となる。索餌・産卵回遊を行う生活年周期をもち，広く回

遊する。横田（1953）は日向灘では体長13.5cm以上のI年魚で産卵することを認め，宇佐美

(1972）と平本（1973）は体長14・15cmのI年魚では産卵可能のものが出現することを報告

した。これらの報告を基にして，近藤（1988）はマイワシの生物学的最小形は約14cmである

としている。これらの報告は資源の低水準期における結果であり，著者は，生物学的最小形と

は，資源の密度との関係を念頭において記載することが重要であると考える。

4.ニホンマイワシの未成魚の生活周期

マイワシは昼夜によって分布層の移動を行う 1日を単位とする日周垂直移動と，季節によっ

て水平的に移動する年を単位とする回遊を行って生活している。すなわち，マイワシの生活に

は日周期と年周期が基本となっている。

成魚の移動の観点からみると，生活年周期は移動範囲の大きい回遊期と逆に小さい滞留期と

にわけられ，回遊期には北上索餌回遊期と南下産卵回遊期がある。滞留期には産卵期と索餌期

とがある。これらの年周期は産卵期（ 2 3月）→北上回遊期（ 5 -6月）→索餌期（ 8 -9月）→

南下回遊期 (1011月）→産卵期と移行する。各生活年周期においてマイワシ個体群として強く

標徴される生物特性は産卵期における生殖，北上回遊期と索餌期における成長，南下回遊期に

おける成熟である。いいかえれば，北上回遊期は栄養物質の蓄積過程であり，南下回遊期は生

殖素の蓄積過程である。すなわち，それらは脂肪の蓄積であり，かつ，生殖腺の発達として具
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現している。索餌は成長期に最も活発になるが，個体を維持する重要な行動であり，年聞を通

じて行われる（Fig.2-5）。

轟田（1985）はマイワシは他の魚類に比べて，栄養状態のピーク時期と産卵時期が離れてお

り，脂肪の蓄積から産卵まで約 6ヶ月を要すること，そして北上回遊期と索餌期の成長過程に

おける栄養蓄積の度合が南下回遊期における成熟過程を左右し，それが再生産力の指標となる

ことを指摘している。同様に，近藤（1988）は春・夏季における体の肥満度の到達点が生殖腺

の発達に影響して産卵が可能かどうかの鍵をにぎると指摘している。

一方，未成魚は前年生れで新規加入したI年魚と，成魚、に達しないE年魚によって構成され，

成魚と異なる生活様式をもっている。すなわち，産卵期がなく，冬季には日本近海の黒潮の影

響をうける海域で越冬する。未成魚、は成魚より遅れて北上回遊するが，成魚よりも広く分布し，

遅くまで索餌する。したがって，南下回遊の時期も成魚よりも遅くなる。すなわち，索餌期聞

が成魚よりも長く，体の成長が行われる（Fig.2-5）。

また，北上回遊期の魚群は活動性が高く，大型の安定した魚群を形成せずに分散型であり，

活発に摂餌を行っている。そして，水塊の成層化とともにゆっくり北上して，月を経るにつれ

て活動は弱まり，次第に大きい魚群を形成するようになる（ケーニヤ， 1982）。

日周期は主に摂餌行動と走光性に起因していると考えられる。仔魚、の摂餌は視覚によって捕

食するので昼間に限定して行われるとされている（Schumann,1965 ; Arthur, 1976）が，

Nakata (1988）は仔魚の胃内容物を観察した結果，昼間にはノープリウスやコベポダイト幼生

が優占し，夜間には榛脚類の卵，珪藻類，有鐘繊毛虫類，鞭毛藻類が卓越していたことを報告
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した。このことは，夜間にも浮遊力の小さいプランクトンを摂餌していることを示唆している。

仔魚の光に対する反応は20-30mm (TL）頃発現し，次第に強くなり 40-50mm (TL）のカ

エリ期（変態期）に最も強くなることが知られている（伊東， 1961）。同時に，日周昼夜垂直

移動が顕在化し，昼間は20～ 30m層に，夜は表層に出現する。伊東（1961）によれば，産卵

群は走光性を全くもたず日没 1時間前から浮上密集し，前夜半に産卵した後分散沈下する。そ

して，真夜中頃に中層を遊泳するが，日の出前には再浮上し， 1部は産卵して日の出直前に沈

下する。

5.仔魚～稚魚期における体長と体重の関係及び日齢と体長の関係

ニホンマイワシの体長は，仔魚期には全長で（例えば，内田ほか： 1958），未成魚・成魚、期

には被鱗体長で測定されるのが一般的であり，そのために稚魚期には全長と体長で測定される

場合があり，混乱を招いていた。また，尾鰭は破損していたり変形していたりすることが往々

にしであるので，仔魚の全長は測定できない場合がある。

したがって，体長と全長の関係を算出しておくことが大切であり，全長4-90 mmの53個体

について計測して関係式を求めた。その結果，相関係数0.99で1次の直線回帰式が得られた。

TL=  1.207BL-1.598 (r=0.99, n=53) 

T L：全長（mm), B L：体長（mm)

次に，全長と体重（湿重量と乾燥重量）との関係を求めた。標本は 4～48.5mmの全長範囲

のものを使用した。なお，湿重量は動物プランクトンの湿重量測定と同様な方法を用いて， i慮

紙の上をころがして水分の切れた状態の時に秤量した。また，乾燥重量は襟本を蒸留水で水洗

した後， 60°Cで1昼夜乾燥後に秤量した。その結果，次の関係式が得られた。

WW=0.0002322 L 3・766 ( r =0.996, n =41) 

DW=0.00002188L3・963 ( r =0.992, n =41) 

WW：湿重量（mg), DW：乾燥重量（mg), L：全長（mm)

三谷（1980）は相模湾で1978・1979年に採集された全長約18～ 45mmのマイワシの体長

( L）と体重（W，湿重量）の関係を次の指数函数として求めた。

W = 0. 0006 L 4 ・ 5443 ( r = 0. 997) 

さらに，次の海域で採集されたアルコール固定標本（全長11.8-29.2mm）を用いて耳石の

輪紋数を生物顕微鏡下で算定し，輪紋数（D）と全長（TL）との関係を求めた（Fig.2-6）。

① 1985年4月15日， 19時頃， St.28(32。30’N,138。51’E)

水温： 17.2°C，たも網採集，全長22-29mm (33個体）

② 1988年4月16日， 07300735, St.22 (35°03’N, 140°25’E）房総沿岸，

水温： l6.4°C，丸稚ネット表層曳採集，全長11-2lmm(61個体）

TL = 0.696X +0.486 ( r =0.904, n =94) 

T L：全長（mm), x：輪紋数

Hayashi et al. (1989）はニホンマイワシの耳石輪紋の形成について飼育実験の結果を報告し，

第1輪の形成時期がふ化後3日（ 2～ 5日）であり，摂餌開始時期に相当すること，ふ化後30

日（平均体長22.6mm）まで飼育して，耳石輪紋が日輪であることを証明した。そして， 31個

体の耳石輪紋数（N）とふ化後日数（D）との関係を次式で示した。
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耳石輪紋の第 1輪形成時期が摂餌の開始時期と一致することは，カリフォルニアカタクチイ

ワシ Engraulismordax (Brothers. et al., 1976）およびニホンカタクチイワシ E叫graulisjaponica 

(Tsuji and Aoyama. 1984）でも知られており，シラス型変態魚類の特徴かも知れない。

また， Hayashiet al. (1989）はふ化後15日までの平均成長率を体長0.67mm/day，体重（乾

燥重量） 0.06 mg/day, 15～ 30日のそれらを体長0.58mm/day，体重0.67mg/dayであると算

定した。著者が得た全長11～ 29mmにおける日平均成長率は体長（全長）約0.70 mm/dayで

あり， Hayashiet al. (1989）の結果とかなり近似した値である。なお，ふ化後15～ 30日におい

て体重は増加するが，体長の伸長率が低下するのは，飼育の影響が現われているとも考えられ

N 

る。

魚、谷ほか（1988）はマイワシの発育に伴う外部形態の変化から，全長15mm頃に口径と捕食

率の増大が生じ，そして，背鰭基底の位置変化，肥満度，体高比にも全長15mm位に屈曲点が

あり，各鰭条が明瞭となり遊泳力と摂餌能力が増大することを示唆した。しかし，著者の観察

によると，各鰭条の完成は全長20mm以降であり，体高，体重ともに15mm頃に特別の変化は

ない。したがって，遊泳力と摂餌能力の増大があるとすれば，口径比が大きくなり，全長14

mm頃に完成した脊索末端の上屈に伴う尾鰭の発達と尾鰭の叉入の開始によるものと考えられ

る。別に，畔回（1981）は，カタクチイワシでは全長8mm頃に脊索末端が上屈し，尾鰭叉入

し，口径が拡大することを認め，運動力が飛躍的に増大することを報告している。
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第E章 ニホンマイワシの生物特性

1.漁種量の長期変動

(1) 歴史的長期変動（Fig.3-1)

Nakai (1962 a）によると，日本政府は1888年以降漁業に関する系統的な調査を始め，いわ

し類の漁獲量が統計年報として最初に記録されたのは1894年であった。その漁獲統計によると，

1894-1904年のいわし類（主にマイワシ）の漁獲量は13-35万トンであった。 1905年以降の漁

獲量に関するデータは次第に信頼度を増し， Nakai (1962 a）は1905-1957年のマイワシの漁

獲量を表に整理した。本論文では， Nakai (1962 a）に付加して，近年における日本および韓

国とソ連の漁獲量を整理した（AppendixTable 2）。

VEAR 1500 1600 1700 18ο0 1900 2000 

Ito (1961) 

Uda(l978) 

Nishi oka(l953) 

Kikuchi (1956) 

Tsuboi ( 1986) 

．．．．． 
ー＝＝＝＝＝，

・一 一一ー←
ー一 一一一

e 十一円畠 A • 

~ ' 一一－ - - - . 

争·＝＝ョ・・”ー~謂－・H・H・－ ＝＝＝二 一 τ

- -~ 一. ~. 

~ ~ ~ 

~ ~一、J 。””・－
巴コ rich catch O richest catch 6 rich catch in Choshi, Chit唱 Pref.

poor catch ・p。orestcatch ・richcalch in Japan Sea 

Figふ 1. Comparison of long・term fluctuation of sardine catches around Japan by N出 ioka(1953), 
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catch, white circle shows the most abundant year in catch. White triangle shows rich year in 

catch in Choshi of Chiba Prefecture・ Smallblack spots indicate poor years in catch and solid cir-

des indicate the poorest year in catch. Black square indicates rich catch in the Sea of Japan. 

1888年以前のマイワシの漁獲を示すような記録は断片的である（Uda,1952）が，海に固ま

れた日本では古くからマイワシを食用としており，漁具の導入進展とともにマイワシ漁が盛ん

に行われ，いわし類（主にマイワシ）の豊凶を調べた文献は比較的多い。 Nakai (1962 a）は，

Kishinouye (1911）を引用して，新石器時代に太平洋岸の岩手県（くわが崎），宮城県（沼津），

千葉県（堀の内）の貝塚にマイワシの骨が出土すること，そして， 907年の宮中行事である

「延喜式jの中に各地方からの貢物として「イワシ」の名のあること，紫式部（978-1015年）

が食物としてマイワシを賞讃したことから，歴史時代からマイワシが食用になっていたことを

示唆した。さらに，山口 (1947）を引用して，日本海丹後半島の伊根では1400年代に刺網と地

曳網でマイワシ漁が行われていたこと，そして福与（1947）を引用して，銚子では1545年頃に

マイワシ漁が始まったことを紹介した。

伊東（1961）はいわし類漁況の豊凶を古文書を通じて調べ，日本のいわし類の豊凶に次のよ
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うな約100年の周期があると推定した。

・不漁年（1560～1580年， 1750-1760年， 1840-1910年， 1945一年）

・豊漁年（1690-1720年， 1790-1830年， 1910～1940年）

75 

宇田 (1958）は，日本海の漁況からマイワシの豊漁I年は温暖環境で、あり，逆にマイワシの不

漁年にはニシンとイカが豊漁であり，寒冷環境であるとした。日本海では，寒候期が7・8年

と25-30年周期で出現しており，マイワシ漁と関連が深いことを示唆した。

また， Uda(1952）と宇田（1978）は， 1500年代に始まり発達したいわし漁の漁況の長期変

動を調べ，次のような豊凶の年代を推定した。

・豊漁年 (1680-1730年， 1716-1724年大豊漁； 1818-1859年， 1830年大豊漁； 1929-1939

年， 1937年大豊漁； 1973～年）

・不漁年（1736～1789年， 1768～1780年大凶漁； 1870-1890年， 1884-1888年大凶漁；

1963-1972年）

・銚子大豊漁（1666年， 1864年）

・日本海豊漁（1917～1921年， 1951-1958年）

坪井（1988）は，西岡（1953）の70年豊凶周期説と菊地（1958）の豊凶不定期説について検

討し，自ら古文書をもとに主に房総における干鰯の生産や流通を詳細に調べた。そして，漁獲

量記録のある戦前の豊漁期を含めて次のような 6つの豊漁期を記録し，その周期が平均して約

70年であることを報告した。

・豊漁年（1573-1591年， 1651年盛期， 1716年盛期， 1800年盛期， 1864年盛期， 1937年盛

期）

・不漁年（1637年以前， 1658-1677年， 1724-1789年， 1814～1828年， 1868-1890年，

1941-1972年）

さらに坪井（1988）は，いわし漁業は歴史的には瀬戸内海で最初に発達した産業であり，そ

れが発展したのは16世紀中頃の元丈・元禄年間（1532～1569）に綿作が畿内，伊勢，尾張，三

河，瀬戸内海地方で行われるようになってからであり，綿作の肥料として干鰯が重視されたた

めであるとの見解を示した。さらに， 70年周期について検討し，豊漁期には太平洋側に産卵場

が，不漁期には日本海側に産卵場があり，黒潮域や対馬暖流域では上流域に主産卵場がある時

に豊漁となること，薩南の主産卵場は豊漁期に形成され，朝鮮東岸の親魚群と関係の深いこと，

多脂肪型と少脂肪型のマイワシがあり，本州・四国・九州、lを右回りに移動していく周期が平均

約70年であること，第3豊凶期間（1716～1800年）には1770年代（天明）の大冷害の影響を受

けて約84年に周期が延びたこと，そして系群聞の交配の可能性があることなどの日本マイワシ

の生態的特徴について重要な指摘を行った。

以上の知見をまとめると，マイワシの豊漁の盛期は， 1580年代頃（天正）' 1650年代頃（慶

安・承応）, 1710年代頃（元禄ー享保）, 1800年代頃（文化・丈政）, 1860年代頃（元治一明治

初期）' 1930年代（昭和初期）であり，マイワシの豊漁周期は，概して，約50-70年であると

要約できる。

マイワシはニシンとともに漁獲量変動の大きい魚種であり，その漁獲量や豊凶はマイワシ種

個体群の生物量，すなわち資源量を大概に表現していると考えられている。古文書から湖れる

豊凶周期は1500年代までであるが，貝塚や歴史上の文献からそれ以前にもマイワシの存在が知
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られている。したがって，ニホンマイワシは日本の歴史とともに平均約50-70年周期で自然変

動し，食料または肥料として人間生活に関連の深い魚であったといえる。すなわち，マイワシ

の変動は漁業のない時代から存在していたと推定されることから，漁獲による変動でなく，自

然要因による変動であることがわかる。さらに，ニホンマイワシは地史時代から生息していた

わけで，平均約50-70年周期で豊凶変動をするようになったのは，黒潮系と親潮系の変動およ

び日本海の成立とも密接に関係していると考えられる。

(2) 1900年代におけるこホンマイワシの漁獲量変動

1 ）日本の漁獲量変動

日本の漁獲量は1910年頃から増えはじめ，

76 

50万トンに達した

・－－・ aroundJapan 

X・・・・・J< in Northwestern Pac iii c Ocean 

• 
i 

聖：

iii 

『ル

f 
I 

1925年頃まで、漸増して，

500 

400 

∞

∞

∞

 

弓

J

勾

4

・1

帥

C
o

－JWO
－H
）
工
U
】
司

υ
申
C
一
万
」
咽

ω

1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 

5 

3 

内

4
0
一
戸
市
区

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1960 1990 

F抱ふ2. Yearly catches of the Japan巴sesardine around Japan (solid line) and in the northwestern Pacific 

Ocean (dotted line, above). Ratio of the catch in the year to the catch of them in the previous 

year (below). 

。



マイワシの肖生産過程 77 

(Fig.3-2）。増加の顕著な海域は能登半島以北の日本海沿岸域であり，春の大羽産卵群が流し

網で漁獲された。しかし，新潟・山形・秋田県の漁獲量は1920年頃極大に達した後漸減傾向を

示した（石垣ほか， 1959）。

1925年頃から日本の漁獲量は急増し， 1933年には148万トンを記録し， 1934・1935年にはや

や減少したが， 1936年には159万トンの極大に達した。その後漁獲量は急減し， 1941年に一時

的に回復したが，第2次大戦の影響もあって激減し続けて1945年には最盛期の約1/10である16

万トンまで減少した。戦争の影響による漁獲努力量の減少は戦争勃発当初の1940-1942年頃に

は比較的小さかったと判断されるが， 1943年頃から戦後の1946・1947年頃までは漁獲努力量が

著しく減少したと推定されるので，当時の漁獲量は必ずしも資源の状況を反映していないと考

えられる。この間，石垣ほか（1959）によると，北海道の日本海北部沿岸域では春の北上大羽

群が1936年まで出現し，完熟した生殖腺をもっていた。しかし， 1937年以降中羽主体となり，

成熟魚は出現しなくなり，漁獲量は極大を示した1936年以後急減した。能登系群の減少は1938

年から始まり， 1935年の発生群が著しく少なかった。 1940～ 1945年の減少は全国的であり，大

漁時代に太平洋岸全体の漁獲量の約1/4を占めていた噴火湾では， 1940年以来不漁となり，北

海道日本海沿岸域や津軽海峡では1942年に減少した。

その後，漁獲量は漸増して1951年に小さいピーク（48万トン）を形成したが，以後漸減傾向

となり， 1958年には20万トンを割り，さらに1963年には10万トン以下となり， 1965年には約

9000トンの最低を記録した。 1964-1970年の漁獲量は約 3万トン以下であり， 1960年代におけ

る日本の漁獲量は最低水準期を形成した。 1951年の小さいピークの主体が日本海にあった時に

太平洋岸では特に本州南方海域において1950-1952年の漁獲量は減少した。

低水準であった漁獲量は1973年以降急増し， 1976年には100万トンに達し， 1980年には200万

トンを超え，翌1981年には300万トン， 1984年には400万トンに達した。 1985年の漁獲量は前年

より減少したが， 1986・1987年には再び400万トンを超え， 1988年には史上最高の463万トンに

達している。この急増過程における増加の主体は道東海域であり，ここでは1976年に漁場が形

成されて以後急増した。しかし，道東海域の漁獲量は1985年以降約100万トン前後で横ばい傾

向になっている。

ニホンマイワシの漁獲量の経年変化（Fig.3-2）から，次の特徴を読み取ることができる。

① 1910年代前半における増加の兆候から最盛期まで約20～ 25年 1920年代後半に顕著な増

加を示してから最盛期まで約10年を要している。

②資源の増大期における主要漁場は本州北東岸，北海道太平洋岸，北鮮沿岸域であり

(Nakai, 1962a），分布の末端域である沿海州とオホーツク海においても各々1924-1946

年と1925-1944年に漁獲があったO

③増加・減少過程の中に，約 1-3年位の周期をもっ年変動がある。

④ 最盛期から低水準になるまで約 7・8年を要している。

⑤ 1973年以降の急増は資源の増加によっているが，魚群探知機の開発などの漁獲性能の向

上によることも影響している。

その他に，漁獲量の資料（黒田・北片， 1985）から次の 2点を指摘できる。

①朝鮮の漁獲量は日本のそれよりも約 3年遅い位相をもっている。

② オホーツク海の漁獲量のピークは道東海域のそれよりも約4年遅く出現した。
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2) 極東海域における漁獲量の変動

ニホンマイワシの生息する極東海域についてみると，漁獲固は日本以外では朝鮮とソ連であ

る。極東のマイワシ漁業は1927-1942年に繁栄し，漁獲量は1934年に200万トンを超え， 1937

年には273万トンの最高に達した。その後急減して， 1943年には日本だけの漁獲量となった

(Fig.3-2）。

朝鮮のマイワシ漁業は日本よりも遅く始まり， 1908と1910年の井原ほかの報告によれば，

1908年以前に朝鮮半島東岸の江原道以南海域において南方から来遊したと推定される体長9

cm以下の小羽マイワシを対象とした地曳網などの小規模な漁業が行われていた（Nakai,

1962a）。さらに，中井（1939）は， 1923年10月に低気圧による下層冷水の上昇と寒波による

表面水温の急降下のために，成鏡南道で大羽マイワシの大量発死現象が生じ，これを契機とし

て1924年以後朝鮮におけるマイワシ漁業（刺網，巾着網による）が勃興したことを報告した。

そして，その当時には大羽マイワシが漁場の沖合域に分布していたかもしれないと考えた。そ

れは， 1923年以前にも， 1906年12月3日に成鏡南道で，また1910年10月に北朝鮮の元山沖で大

羽マイワシの大量発死現象が生じたことによっている。実際には，朝鮮における春の大羽マイ

ワシの来遊は1915年サンマ流網に初めて混獲されて以後確認された（石垣ほか， 1959）。この

年から朝鮮の漁獲量が増えはじめ， 1923年秋に生じた成鏡北道における大量発死現象を契機と

して，刺網および巾着網によるイワシ漁業が勃興した。その漁獲量は1937年に139万トンの

ピークに達したが， 1940年以後急減して， 1943年にはほとんど皆無となった（伊東， 1961）。

沿海州では， 1913年頃にマイワシの来遊がわずかばかり認められた程度であったが， 1919年

にロシヤ島， 1922年にツラマ湾などで多数漁獲された。本格的な来遊のあった1922年以後に流

網中心の漁業が興隆し， 1930年には 6万トン， 1931年には 9万トンと漁獲量が増加して朝鮮と

同じ変動傾向を示し， 1937年に最盛期（14万トン）となった。その後朝鮮と同様に，漁獲量は

急減し， 1941年には 2万トンになり，その後南部でわずかに漁獲される程度となり， 1943年に

ほぼ皆無となった（伊東， 1961）。樺太近海でも1924年からマイワシ漁があり，その消長は沿

海州と同じ傾向で， 1937年にはピーク（ 5万トン）を形成した（Nakai,1962a）。

樺太西岸域では， 1920年10月に秋練の流網によって大羽マイワシが採集され，以後毎年10月

に大羽マイワシが混獲された（樺太庁水試， 1924・1925）。そして， 1928年に漁業が始まると

同時に利用法としての塩蔵試験が始まり，この頃サパの来遊も多かったと報告されている（樺

太庁水試， 1931）。石垣ほか（1959）は，以上の報告をまとめて，樺太では1920年頃に大羽マ

イワシが出現しはじめ， 1928年からマイワシ漁業が始まり， 1930-1937年に漁獲が多かったと

報告している。豊漁期，すなわち，資源の増大期に漁獲が増加した朝鮮東岸，沿海汁｜，樺太と

同様に，北海道のオホーツク海沿岸にもマイワシが出現し， 1925-1950年頃の漁獲量記録によ

れば， 1926～ 1939年に漁があり， 1935～ 1937年には盛期となり， 1937年の最盛期の漁獲量は約

3万トン強に達した（石垣ほか， 1959）。

伊東（1961）は，戦前におけるマイワシ漁獲量の減少に 2型を見い出し， A型は樺太・北海

道・太平洋中区・日本海北区・西区および朝鮮にみられ， 1935-1937年頃から漁獲の減少の時

期が北方で早く，南方で遅い傾向があること， B型は太平洋南区と東シナ海区にみられ，

1941・1942年に漁獲が増加し，その翌年から減少がみられること，そして，太平洋北区はA・

B型の複合型であると報告した。
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日本海における漁獲量（1917-1986）の経年変化についてまとめると，漁獲量の最盛期は日

本海では1935, 1956, 1986年に，朝鮮沿岸では1937年に，ソ連沿岸では1937, 1982年にみられ

た。 1930年代と1970年代に全域において大きいピークがあったが，日本海沿岸では1950年代前

半にも好漁期があり，約20年の周期が想定されている（日本海系マイワシ研究チーム， 1988）。

同様に，字国（1958）も日本海の冷水の消長からマイワシの20年周期についてのべており，こ

れは太平洋側にはみられない周期であり ニホンマイワシ資源の消長を検討する際に注目され

る現象である。また，各海域における漁獲の盛期の出現年の差は資源診断の際の実際的な兆候

として注目される。すなわち 戦前の大漁期におけるオホーツク海と襟裳岬東の道東沿岸の漁

獲量のピーク年の出現は道東海域では1933・1937年，オホーツク海では1937年にあり，道東海

域が約4年早い。また，道東海域では1937年以降漁獲量は急減しているが，噴火湾～渡島東部

海域ではその後2・3年（1939年頃まで）は漁獲が持続する傾向があった。
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(3）世界のマイワシ属の漁獲量変動

オーストラリアマイワシを除く世界のマイワシ属 5種の1961-1986年における漁獲量の経年

変化を FAOの水産統計から調べた（Fig.3-3）。

この期間において，北西太平洋海域（FAQ61）におけるニホンマイワシの漁獲量は， 1960

年代の最低水準期を経過して1973年以降急増していたが， 1985年にはやや減少した。しかし，

1986年には再び漁獲量は増加して500万トンを超えている。この海域における主要な漁獲国は

日本，ソ連，韓国であり， 1987年における北西太平洋海域の総漁獲量532万トンのうち，日本

のそれは438万トン（82.3%），韓国のそれは16.8万トン（3.2%），ソ連のそれは77.2万トン

(14.5%）となっている。ソ連は1974年に太平洋水域で漁獲を開始して以来，着実に漁獲量を

増加し， 1976年には日本海における操業も開始して1981と1982年には日本海において太平洋水

域よりも多く漁獲した。 1982年にはソ連の漁獲量は50万トンを越し現在に至っている。

ニホンマイワシと同様な漁獲量の変化傾向を示すチリーマイワシは1973年頃から増加傾向を

示し，特に1976年から1979年には著しく増加した。チリーマイワシの漁獲量の経年変化の中に

は， 1975, 1980-1982, 1986年に前年よりも漁獲量が低下する現象がみられ，恐らく約 5年周

期で再生産条件が悪化するのであろう。この海域における主要な漁獲国はチリーとベルーであ

り，その漁獲量比は約 7: 3である（奈須， 1988）。

カリフォルニアマイワシの漁獲量水準は太平洋のニホンマイワシとチリーマイワシと比べて，

1桁少ない。 1970年代前半に漁獲量は増加傾向を示し，その傾向は1980年頃から顕著となった

が， 1983～ 1985年には一時減少した。したがって，ニホンマイワシとチリーマイワシの経年変

化傾向がカリフォルニアマイワシのそれと同調しているとはこの図から判断できない。この海

域における現在の主要漁獲国はメキシコであり，米国は1920-1940年代には大量に漁獲してい

たが， 1960年代に不漁になって以後禁漁になっていた。近年，米国は資源の回復に伴って需要

に応じた計画的な漁獲を行っている（東北区水研，渡辺良朗氏私信）。したがって，現在の漁

獲量水準は他の 2種に比べて小さいが，資源量は増加し分布域は北方に拡大していると考えら

れる。川崎 (1982）と Kawasakiand Omori (1986）は1910～ 1985年における太平洋に生息す

るニホン，カリフォルニア，チリーマイワシの漁獲量変動を解析して， 3種が同調した位相で

自然変動しており，暖候期に資源が増加するという見解を明らかにした。伊東 (1961）は戦前

の豊漁期におけるニホンマイワシとカリフォルニアマイワシの漁獲量の経年変動を位相や増加

とピーク期の類似性はあるが減少期はカリフォルニアマイワシがニホンマイワシよりも 4・

5年遅れることを指摘した。

太平洋に生息する 3種と比較して，他の 2種は異なる変化傾向を示している。すなわち，ミ

ナミアフリカマイワシは1965-1967年頃約100トンの漁獲量から1968・69年に約150万トンの漁

獲量のピークを迎えた後著しく減少して， 1974-1976年にやや回復したものの，更に減少して

1978年以降10万トンを割り，現在極めて低い水準期にある。この海域における主要な漁獲固は

南アフリカとナムピアであり その漁獲量比は約 6: 4である。一方，ヨーロッパマイワシの

漁獲量は1965～ 1972年には40万トン前後の横ばい傾向を続けたが， 1973年以降増加傾向がみら

れ， 1975～ 1977年にはピークを示し，その後減少傾向となっている。この海域の主要漁獲国は

ソ連，モロッコ，スペイン，ポルトガルであり，その他フランスとデンマークでも少々漁獲し

ている。ヨーロッパマイワシは地中海から黒海にも分布しており，イタリア，スペイン，モ
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ロッコおよびフランスでも漁獲している（奈須， 1988）。その漁獲量は10万トン前後で，大西

洋の漁獲量の変化傾向と類似している。さらに，奈須（1988）は1961-1982年における世界の

マイワシ属とカタクチイワシ属の漁獲量の変化傾向を調べて，マイワシ属ではミナミアフリカ

マイワシと地中海マイワシが減少傾向にある以外，他種は増加傾向にあること，さらに，大西

洋中東部を除く各海域では，マイワシとカタクチイワシの漁獲量の問に逆相聞があることを指

摘した。

以上をまとめると，太平洋に生息するニホンマイワシ，カリフォルニアマイワシ，チリーマ

イワシの 3種は1970年代前半から増加しはじめ，それらの資源変動は同様な変化傾向を示すが，

カリフォルニアマイワシはやや遅れる（位相がずれる）傾向があるといえる。現在，ニホンマ

イワシとチリーマイワシの漁獲は最盛期に達していると推定される。太平洋に生息する 3種と

比較して，ミナミアフリカマイワシとヨーロッパマイワシの資源は異なる変動傾向を示した。

ミナミアフリカマイワシは1968・1969年に漁獲のピークを記録した後，漁獲量は減少傾向を示

し， 1978年以降低水準に経過している。ヨーロッパマイワシはこの期間漸増傾向を示す中で，

1975-1977年には一時的に急増を示した。

2.分布と回遊経路

(1) 分布

第2次大戦前に資源が極大になった1934-1936年にはニホンマイワシは種個体群として最も

広い分布圏をもっていたと推定され，その当時の出現記録及び最近の分布情報に基づいて資源

の極大期における分布域を示した（Fig.3-4）。

1 ）北限

分布の北限はカムチャッカ半島東岸のクロネッキー岬とコマンダー諸島で， 1934～1936年に

パーニンによる出現記録がある（Taranetz,1937 ；石垣ほか， 1959）。また，ノピコフ

(1986）は， 1954年のポルトフの報告を紹介し， 1933・1934・1938年のカムチャッカ半島南東

岸（54°N）におけるマイワシの出現，および高温年に出現するとの見解を明らかにした。近

年では，カムチャッカ東岸域における出現は通常50°N, 160° E付近までであり，それより北

方への出現は稀である（ヴエリアエフ，私信）。日本の記録によると， 1938年8～ 9月の千島

列島東沖における蒼鷹丸調査ではよく肥えた成長のよい当才魚（平均体長12cm）が大量に採

集されている（相川・小西， 1940）。したがって，年によっては千島列島域にも分布すること

が推定される。

2）東限

戦前の大漁期における北太平洋沖合域の分布に関する記録はほとんどないが，富永（1969)

は， 1936年6月17日房総の野島埼南東860km（水温22.5°C）の地点でカツオの胃中にマイワシ

を見出し，さらに三陸続埼東南東600kmの地点において，体長18cmのマイワシを採集した。

また， 1934年 9月27日に舵埼東400kmと1940年9月25日に襟裳岬東北東160kmの地点で，サ

ンマ流網によって中羽マイワシを採集した。そのほか， 1949年8月7日に41°46'N, 147。10’E

においてマイワシが1尾採集された（木村， 1950）。それに対して， 1970年頃を起点とする近

年の資源増大期には，北太平洋沖合域におけるマイワシの出現が1975年以降報告されており，

1984年には日付変更線を越えて西経174°に到る分布が確認された（平塚， 1986）。ノピコフ
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(1979）とケーニヤ（1982）は， 1976-1979年 7～ 11月に当才魚のマイワシが北は46°N，東は

160°Eまで分布していたことを報告した。また，最近のソ連の TINRO＊の調査によると，北太

平洋沖合域の出現は通常年では155°E付近で，東に行く程分布量は少なくなり，現在までの分

布の東限記録は40°N, 165°W付近である（ヴエリアエフ，私信）。さらに，近年のソ連のト

ロール船の漁獲データによると，分布域の東限は1983・1984年には170。Eであったが， 1985年

156° E, 1986年153°Eと魚群密度の減少に伴って分布域は1984年をピークに縮小西遷傾向にあ

る（A・イワノフ，私信）。

したがって，戦前における資源の極大期にも，少なくとも同様な分布が生じていたと推定さ

れ，それはカムチャッカ東岸域の分布とも連動していたと考えられる。北太平洋沖合域に出現

するマイワシはO年魚と I年魚が主で， 0年魚、が多く， H年魚以上が出現することは稀である。

これは黒潮続流における仔稚魚、の長距離輸送分散に起因すると考えられる（後出）。このよう

な日本の太平洋岸域における産卵域からの卵・仔稚魚、の沖合回遊路の存在については，既に

1932年にカガノフスキーが報告している（相川， 1949）。そして，マイワシ仔稚魚、の黒潮によ

る沖合輸送の事実は北米沿岸域への移動説を支持する根拠になるかもしれない。すなわち，中

井（1950a）によると，ソ連の TINROのルミヤンツェフ氏は1947年10月の日本水産学会大会

で講演し，「近年の日本近海における環境条件の変化によって多量のマイワシ群が太平洋を横

断してカナダのパンクーパー付近に移動した」という北米移動説を述べた。

マイワシは，普通，黒潮及び黒潮続流の前線以北の海域に分布するが，その南側の外洋域に

もO年魚、が出現する例がある。すなわち， 1982年 5月に30。N, 146°12’Eで体長4.0-8.5cm 

の仔稚魚が，また小笠原父島でも同サイズの稚魚、が分布した（黒田・黒肱， 1983）。さらに，

東京都水試の実施した1979～1984年 2・4月の伊豆大島と小笠原聞の稚魚網採集調査によると，

年変動があるけれども，黒潮の外側域でマイワシ仔稚魚が採集された（東京都水試小泉正行

氏，私信）。これらの事実は，黒潮外側域へも 0年魚が分散していることを示している。

3) 南限

マイワシ資源の極大期に主産卵場が形成される屋久島・種子島を中心とする薩南海域では，

1978年 2月屋久島南方の曽根（29°45’N付近）における大羽マイワシの漁獲が記録された（庄

島， 1986a）。その後，蒼鷹丸と俊鷹丸による産卵調査でも，薩南の黒潮域における採集例が

産卵場の拡大とともに増えており， 1985年2月には29°28’N, 130°42' Eにおいて俊鷹丸にて成

魚が3尾採集され，この記録が成魚、の分布の南限となっている（黒田， 1987a）。すなわち，

薩南海域の黒潮主流域がマイワシ成魚の分布の南限域であることを示している。薩南海域より

南に位置する奄美群島では，マイワシの分布は確認されていないが，稀に観察されるといわれ

ている（T.R.F.L.*, 1960) o さらに南の沖縄群島では， 1901, 1903, 1913, 1915, 1928～ 1933, 

1941-1943年にイワシ類の漁獲が漁獲統計表に記録されており， 1941年には最も多い漁獲が

あった。この漁獲量の変動傾向は九州のそれと類似しているため 大部分がマイワシであると

推定されている（石垣ほか， 1959）。また，安田・酒井（1950）によると， 1938年には沖縄に

おいてマイワシが漁獲された事実があった。しかし，庄島（1986ab,1987）は琉球列島にお

けるマイワシの分布について詳細な経過と見解を発表し，ホシナシイワシを含めてマイワシ属

* TINRO：ソ連のウラジオストックにある太平洋水産海洋学研究所

* T. R. F. L.：東海区水産研究所（TokaiRegional Fisheries Research Laboratory）の略
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とされるイワシ類はヤマトミズン属 （Sardine/la）に属すると報告している。しかし， 1981年

5 -8月に沖縄島の名護湾において体長 5-7 cmのマイワシの稚魚が採集されたこと（金

城・川崎， 1984）によって，マイワシが年によっては奄美大島以南の琉球列島に出現すること

は確実となった。しかしながら，その後マイワシの出現は報告されておらず，成魚の出現もな

いので，琉球列島は稚幼魚、が偶来的に出現する可能性をもっ海域であるといえる。

4) 西限

東シナ海におけるまき網漁業によれば，マイワシは九州沿岸域から30° N, 126° Eまで出現

する（庄島， 1985）。同様に，韓国のまき網漁業によると，冬季に30°N, 124°30’Eまでの東シ

ナ海大陸棚域における出現記録がある（韓国水産振興院 白 哲仁氏，私信）。中国沿岸域に

おける分布については， Gunther (1868）が「英国博物館魚類目録」に出現種として記載した

が，近年，それはカタボシイワシ （Sardinellaaurita）であることがWhitehead (1966）によっ

て報告され，岸上（1907）もそこでの分布を確認できなかった。黄海におけるマイワシの分布

は顧によって1933年に最初に報告された。その後，庄島（1986b）は黄海と東シナ海における

分布に関する経緯について詳細に報告し資源の増大期には黄海と東シナ海にマイワシの分布

域が広がっていると述べ， 2-3月頃には30°N付近の東シナ海中央域の大陸棚外縁寄りの水

域においてまき網漁で散発的に漁獲されると報じている。事実，王（1985）は黄海において

1976年以降マイワシが来遊し，現在山東半島南岸一海州湾において 5-6月に産卵が行われて

いると報告し，黄海に再生産域があることが判明した。

朝鮮西岸域における分布はたいへん少ないと報告されていた（T.R目下L.,1960）。最近の1988

年 9-10月には，朝鮮半島西岸の北緯34°30’ー35°15’の海域において韓国のまき網船がサパを

主体にマイワシを混獲しており（白 哲仁氏，私信），朝鮮西岸域を含む黄海にマイワシの出

現が確認された。

東シナ海中南部域の分布はまだ報告されていないが，中国の広東省沖の北緯22°付近で調査

船の灯火に集まったマイワシらしい群れを視認している（ヴエリアエフ，私信）。また，台湾

の魚類図鑑（沈， 1984）には基隆産のマイワシが「正砂軒」として記載されている。庄島

(1986 a）は琉球列島の場合と同様の理由で台湾には分布しないとしているが，最近の情報に

よれば，東シナ海の中国沿岸域一台湾近海におけるニホンマイワシの出現の可能性が大きいこ

とを示唆している。

5) 日本海

日本海におけるマイワシは資源の高水準期には全域に分布する。そして，大羽マイワシは沿

海州に主に分布する。

戦前の漁獲情報（前出）によると，朝鮮東岸では南岸域を中心に秋季に小羽マイワシが分布

する。大羽マイワシの出現は1915年から漁獲情報としてあるが，発死現象の生じた1906年頃に

はすでに沖合域を回遊していたらしい。これは，沿海州でも 1913年頃にマイワシの出現が認め

られていることからも肯定される。

樺太の西岸域では東岸域よりも分布が多く，通常51。30’N付近まで出現し，年によって間宮

海峡のアムール河口域から北方の54°N付近にまで分布する（ヴエリアエフ，私信）。

6) オホーツク海

近年の資源増大期におけるオホーツク海の北海道沿岸域の出現は， 1973年頃からと推定され
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るが，漁獲統計に記録が掲載されたのは1978年以後で， 1986年には 1万トンを超えて来遊魚群

量が年々増加していることを示している。その魚群は宗谷海峡を通じて，日本海から宗谷暖流

にのって来遊しており，根室海峡にも出現する（黒田・北片， 1985；山口， 1988）。石垣ほか

(1959）は，樺太東岸域では戦前の豊漁期にはタライカ湾より北の52°Nまでの分布域を示した。

近年の樺太東岸域では，北緯45~46°付近にまで出現し，南部海域を中心にエトロフ島北部域

まで来遊量が増加しているので，ソ連は1982年からオホーツク海におけるまき網操業を開始し

た（ヴPエリアエフ，私信）。さらにケーニヤ（私信）は， 1989年 7-8月の飛行機調査によっ

て，東岸の北緯50度付近まで広範囲に魚群の分布を視認し，これらの魚群は水温12-14°C帯

に分布し，体長17cm以上の大羽群であり，日本海から移入したものと推定した。

オホーツク海におけるソ連の TINROによるマイワシに関する経年的な情報によれば， 1970

年代後半（1976-1979年）には 7月中旬に千島列島南部域に大羽マイワシが来遊し， 8月には

三角水域に魚群の集合がみられ， 9～ 10月に国後水道からオホーツク海へ移動するのが観察さ

れた。 1980年には，大羽マイワシが8月中旬に千島列島南部域に出現したが， 9 -10月には低

水温のため離散した。 1981年8月には千島列島沿岸域に大羽マイワシが多く来遊して三角水域

に集群し，その後，国後水道からオホーツク海へ魚群が移動した。 1982年には，例年より約

1ヶ月早い 6月下旬に千島列島南部域へ17cm以上の大羽マイワシ魚群の来遊があり，国後水

道からオホーツク海へ回遊して 7月には千島南部一樺太南岸域に魚群が分布した。そのため，

8月にはエトロフ島西岸域で初めて操業が行われ， 1.5万トンの漁獲があった。 1983年9月に

は，国後水道からオホーツク海南部水域と色丹・エトロフ島西岸域に体長14-23cmの魚群が

みられた。 1984年 7月には，体長14-24cm (18-19.5cmモード）の魚群が国後・エトロフ

島水域に来遊し， 11-13℃の水温帯に分布した。 8月になると，国後・エトロフ島沿岸域か

らオホーツク海中央域に分布した。 10月には，オホーツク海の魚群は千島列島南部水域へ南下

移動した。 1985年10月には千島列島南部水域のオホーツク海側に体長18cm以上（平均21.2

cm）の漁場が形成され，約4万トン漁獲された。 1986年6月には例年より 1-1.5ヶ月早く魚

群が日本海から来遊し， 36,912トン漁獲され，引続き 7月にも42,700トン漁獲された。魚体は

17～ 26cm (19-20cmモード）であった。 8-9月には漁場は形成されなかったが， 10月に

はオホーツク海中央域で26日まで操業され， 58,389トン漁獲された。魚体は17-24cmであっ

た。その後強風による水温の急降下が生じたために魚群は南下移動した。 1987年6月には日本

海系のマイワシが来遊し， 6月28日まき網漁業が開始され， 13,000トン漁獲された。魚体は 6

月には17-24cm (19-2lcmモード）， 7月にはオホーツク海中央域で14-24cm (18-20 cm 

モード，平均18.8cm）であった。 8月には漁場は形成きれなかったが， 9月18日に樺太南東

岸に漁場が形成され，約28,500トン漁獲された。魚体は体長17-26cm (20-22 cmモード，

平均20.9cm）の大羽マイワシであった。

(2）分布に関するまとめと論議

ニホンマイワシは晩夏頃に索餌域の北限に達し，冬季に産卵域の南限まで回遊するので，両

季の分布を重複させたものが種個体群の豊漁期における最大分布域を示している（Fig.3-4）。

すなわち，日本近海を中心として日本海全域と東シナ海ー黄海及びオホーツク海一千島列島東

沖合域に広がり，北限はカムチャッカ半島東岸の55°N付近に達し 東限は日付変更線を越え

て西経域（165°W付近）にまで拡大している。西限のある東シナ海における分布は不明な点が
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多いが，黄海に産卵場があることと冬春季にも適水温帯が存在するので，著者は，冬春季を中

心に中国沿岸域を台湾近海まで分布する可能性が高いと考えている。分布の南限は普通黒潮及

ぴ黒潮続流の前線域にあるが，仔稚魚はその南側にも分散し，時には黒潮外側沖合域，伊豆小

笠原諸島や琉球列島にまで出現する。しかしこの黒潮外側域に出現する仔稚魚、は，大型魚類

やハダカイワシ科魚類などの捕食による減耗が大きく，地理的にも再生産に寄与できない海域

に分散され，無効分散となる場合が大部分であると考えられる。分布の東限はさらに東方に延

びていると予想され，また，西村（1973, 1981）は北米カリフォルニア沿岸域には近縁種のカ

リフォルニアマイワシが生息することから 生物地理学の太平洋両側要素（日本一オレゴン要

素）の分布が海流による長距離分散に起因する見解を述べており，ニホンマイワシが北太平洋

を回遊して北米沿岸に達する可能性が示唆される。

ニホンマイワシの資源の極小期である1965-1969年頃の分布域について，主に漁獲データお

よび伊東（1961）によって図示した（Fig.3-4）。マイワシは九州・四国・本州の沿岸域を中心

に分布し，北海道では日本海側の積丹半島以南と太平洋側の襟裳岬以西域に出現する。なお，

瀬戸内海には出現しない。資源の極小期において漁獲の多い海域は隠岐島周辺域，日向灘，和

歌山県沿岸域，駿河湾・相模湾・房総沿岸域・鹿島灘，津軽海峡ー噴火湾などである。この分

布は主に漁業情報に基づくものであり，生物学的分布はこれよりやや広い海域にあり，黒潮前

線を含む黒潮系混合域では東経155°付近まで分布すると考えられる。したがって，ニホンマイ

ワシの資源の極大期と極小期の分布域の広さは約10倍以上の差異があると推定される。

近年の資源増大期におけるニホンマイワシの夏季の分布域は戦前の豊漁期の分布に近似して

おり，かつ，分布の情報のなかった黒潮主流域や北太平洋沖合域に広く分布し，西経域にも出

現することが判明した（Fig.3-5上）。ニホンマイワシの生息する水温範囲は 7-29℃で，通

常の分布水温は10-20°c位である（カガノフスキー， 1939；ノピコフ， 1979）。晩夏における

10-20°Cの水温帯は北太平洋ではカリフォルニアまで続いており， l0°Cの等温線はカム

チャッカ東沖やオホーツク海ではさらに北へ広がっているので，適水温の分布から推察すれば，

さらに北寄りの水域における出現が予想される。特に，戦前の豊漁期に出現記録のあるコマン

ドルスキー諸島では1982年に出現した（A.イワノフ，私信）が，その後の出現報告はない。

一方，冬季の分布域は資源の極小期の分布に近似し，日本近海の東北地方以南に限られる

(Fig.3-5下）。しかし，富永（1969）は戦前の1935年 2月19日表面水温7℃の三陸の宮古湾で

大羽イワシを漁獲していること， 1989年2月には青森県陸奥湾の定置網にマイワシの入網がみ

られている（青森水試漁海況情報ウオダス）ことから，津軽暖流の卓越年や暖冬年には東北地

方沿岸域（主に太平洋岸）にも分布することが考えられる。北西太平洋沖合域では， 1979年12

月に43°N, 159°E付近で0年魚がトロールで漁獲されており（ケーニヤ， 1982），常磐沖～鹿

島灘から東経150-155°付近までの北太平洋沖合域にも体長17cm以下の未成魚が分布する。

冬季の分布域の南には主に産卵群が分布し，現在のところ南限は薩南海域の29。30’N付近，西

限は東シナ海の126。E付近であるが，生息水温から推察すれば，東シナ海南部の中国沿岸域に

も出現する可能性が高いと考えられる。

この夏季と冬季の明白な分布様式の相異の原因となる環境要因として，水温があげられる。

すなわち，マイワシ個体群の主分布する10-20°cの適水帯は夏季から冬季の期間に著しく南

北移動する。 1986年の例をとると，緯度で約15度に達する。すなわち，この水帯は 3月に最も
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南に位置し，次第に北上移行して， 8月に最も北に分布し， 8-9月には10-20°c水帝の範

囲は最も広くなる。そして， 9月以降気温の降下に伴って南下移行する。東シナ海一日本海に

おけるこの水帯の北上南下の移行速度は北太平洋域のそれよりも早く，かっ晩夏の北上限界も

より北に分布する特徴がある（Fig.3-6）。
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Fig.3・6・1. Distribution of the water temperatur巴of10 to 20℃in the East China Sea, the Japan Sea, the 

Sea of Okhotsk and the northwestern Pacific Ocean during January to June in 1986. 

Referred after ”Prompt Report on Fisheries Oceanographical Conditions”by the Japan 

Fisheries Information Service Center and ”The Ten day Marine Report”by the Japan Meteoro-

logical Agency. 

このようなニホンマイワシの適水温および餌料豊富水帯を求めての北上南下回遊によって，

越冬・産卵および索餌という個体と種族を維持していく過程が，生活年周期を形成する。ニホ



1‘。 ’‘。

’‘。 t曲

'" !ISO 

1・0

"' 

'" 

マイワシの再生産過程

W100 

W帽。

• .. 

WllSO 

t色． , .. 
1・0

'" 日問

’・0

89 

WHO 

， 
・・”

W160 

，． ・0

田

WI・0
Fig.3-6-2. Distribution of the water temperature of 10 to 20℃in the East China Sea, the Japan Sea, the 

Sea of Okhotsk and the northwestern Pacific Ocean during July to December in 1986. 

Referred after ”Prompt Repo抗 onFisheries Oceanographical Conditions" by the Japan 
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logical Agency. 

ンマイワシは冬季には分布域の最も南に産卵回遊または越冬回遊し，夏季特に晩夏頃には分布

域の最も北まで索餌回遊する。ニホンマイワシの季節回遊の範囲（分布）は種個体群の密度

（資源量水準）と年による海況と気象の条件によって規定されると考えられる。

マイワシ資源の増大期には，産卵場は日本海では男鹿半島まで，太平洋域では鹿島灘まで拡

大し，南は薩南海域から黒潮主流域に形成される。また，分布域は東シナ海，日本海，オホー

ツク海，および日本南岸域一北西太平洋域に拡大する。したがって，増大期には広域を回遊す
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る年周期をもっ生活型が主体をしめると推定される。なお，北太平洋岸域の東方への分散域に

は0・I年の若齢魚、が主に分布し（後出），黒潮と黒潮続流によって長距離分散していると考

えられる。一方，資源の減少期には産卵場は沿岸域に限定され，かつ縮小して不連続となる。

そして，薩南海域の産卵場は消失する。また，分布域も北海道南部以南から九州、｜までの日本近

海域に限定される。したがって，減少期には狭域を回遊する生活型をもっ個体群が形成される

と考えられる。

このような増大期における大回遊や長距離分散の適応的意義は，著しく増大した種個体群の

仔稚魚、，未成魚、と成魚、および体長別年齢別の群れの形成による棲分け，すなわち，地理的な分

散である（ノピコフ， 1986）。そして，増大した個体群が新しい分布圏を開拓し，生物種を発

展させること（西村， 1973）につながると著者も考えている。

(3) 回遊経路に関する既往の知見

カガノフスキー（1939）は，日本海を主とした日本近海におけるマイワシの回遊図を示し，

日本海では，日本側沿岸と朝鮮半島一沿海州の大陸側沿岸域に北上・南下の回遊路があり，樺

太東岸や朝鮮半島西岸域にも回遊路を描いた。さらに，本邦太平洋岸の沿岸域における南下・

北上の回遊路をも示した。

相川・小西（1940）と相川（1949）は，太平洋岸の黒潮域と九州西岸～日本海の対馬暖流域

における漁期と魚体の変化を検討して，太平洋沿岸田遊路と黒潮回遊路および日本海対馬回遊

路とリマン回遊路の 4つの回遊路を図示した。その中で，日本海の回遊路はカガノフスキー

(1939）のそれとほぼ類似している。二つの報告によれば，太平洋沿岸回遊路は太平洋岸に沿

う北上回遊路で，魚群は 4・5月には常磐沖に， 7・8月には三陸沖に， 8・9月には北海道

沖に達する。魚群は10月頃北海道から南下し，南下群は当歳魚、と I年魚が主体を占め， 3・4

月に相模湾や駿河湾に達する。黒潮回遊路は春に日本の南岸域でふ化したマシラスが豆南近海

から受動的に黒潮によって北東沖合に輸送され，千島列島南部水域に達する回遊路で，秋・冬

頃に本州太平洋岸域を南下するO 一部は津軽海峡を経て日本海に入り南下するものもある。

日本海対馬回遊路は九州西岸域から対馬暖流とともに日本海沿岸を北上する回遊路である。

晩冬一初春には大羽マイワシが九州問岸域から北上をはじめ， 3月には鳥取～石川県沖， 4月

には富山・新潟県沖， 5・6月には山形・秋田・青森県沖まで北上する。一部の魚群は 6月頃

に浬軽海峡を経て太平洋岸へ回遊する。そして， 6・7月頃北海道日本海沿岸域に， 8月には

樺太西岸域に達する。また，一部のものは宗谷海峡を経て北海道のオホーツク海沿岸域に入る。

日本海リマン回遊路は東鮮暖流とともに北上する回遊路で，九州西岸域から日本海に入った

大羽マイワシの一部が5・6月頃朝鮮東岸域を北上し，一部は 7～10月頃まで滞泳するが，そ

の他はさらに北上して沿海州に達する。そして， 10月頃リマン寒流域の水温の低下とともに南

下回遊する。

次に，安田・酒井（1950）は未成魚（3.3-13.2cm）と成魚（16.5-26.4cm）に分けて，

地域別の漁獲頻度数を求め，その結果からマイワシには大囲遊する魚群のほかに，次のような

回遊をする魚群が存在することを想定した。

未成魚群：

① 富山i寄付近や本州中部付近に小回遊する魚群がある。

② 2・3月に九州北部から西岸域を南下した未成魚群は， 3・4月に本州太平洋岸中部か
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ら南下してきた魚群と 6・7月頃に薩南海域で合して九州西岸域を北上し， 8・9月に

九州北岸域を経て大部分は瀬戸内海に入る。

③ 5・6月に日本海南音防当ら北上して 8・9月に北海道西岸域に達した魚群は，南下して

冬に富山湾付近まで回遊する。

④ 3・4月に太平洋岸中部から北上して， 8・9月に北海道南岸域に達した魚群は冬に鹿

島灘まで南下回遊する。

成魚群：

① 3・4月に太平洋岸中部から北上し， 7・8月に北海道南岸沖に達した魚群は11・12月

に未成魚、と同様に南下して太平洋岸中部に達する。

② 10・11月に主に紀州沖から南下した魚群は薩南海域に達し 2・3月に九州西岸域を北

上する魚群と合し，この混合群は 6・7月北海道西岸域に達する。

なお，成魚と未成魚、はともに津軽海峡を通じて混合しないとの見解をのべている。

Nakai (1959）は年齢，漁期，体長組成の地理的変化，産卵場の分布などに基づいてマイワ

シ資源の極大期の回遊を想定した。すなわち， 0年魚の回遊は，太平洋側では薩南海域の卵・

仔魚、は黒潮に沿って北上し，夏頃までに北海道太平洋岸の噴火湾と十勝，日高の沿岸域に達し，

秋季に南下回遊して北海道南部沿岸域に達し，さらに南下して房州付近で越冬する。 E年魚は

三たび北上回遊して夏頃までに北海道沿岸域に達し，南下回遊するが，その大部分は津軽海峡

を経て日本海に入り，日本海を南下して対馬海峡を通り，九州西岸域で越冬する。この越冬群

は翌春田年魚となり，索餌群として北上回遊する。一つは対馬暖流にのって本州沿岸域を北上

し，北海道西岸域から樺太西岸域に達し，もう一つは朝鮮東岸域を北上して沿海州に達する。

そして，秋季には大陸沿岸沿いと日本海中央域を南下回遊し，九州西岸の越冬場に達する。

伊東（1961）は日本近海における O年魚・ I年魚・成魚別の回遊路を想定し，説明を加えた。

その中で，低水準期にも長距離分散の可能性のあること，系群聞の交流のあること， Nakai

(1959）による太平洋から津軽海峡を通じて日本海への移動回遊は大局的には否定されること

など重要な指摘を行った。

最近， ドゥダレフ・ケーニヤ（1988）は近年の資源増大期におけるマイワシの出現分布の知

見から北上回遊期と南下回遊期の回遊路を 2枚の図として示した。図に関する説明はほとんど

ないが，図中には大型・小型マイワシの索餌域，稚魚および未成魚、の索餌域，産卵場，大型・

小型マイワシの回遊路をわけで詳細に示した。

著者は，近年のニホンマイワシの出現と分布および産卵場の変遷や海流などの知見を基にし

て，かつ，相川・小西（1940），伊東（1961）とドゥダレフ・ケーニヤ (1988）による成果を

参考にすることによって，資源の極大期における O年魚・未成魚・成魚の回遊を示した

(Fig.3-7～ 8）。

(4) 北上回避（Fig.3-7)

1) 対馬暖流系

渡辺（1984）は日本海中央域におけるマイワシの沖合分布について1982年6～10月に調査し，

6・7月には魚群の分布密度は高かったが， 7月下旬以降低くなったこと，魚体は14・15cm 

(II年魚， 1980年級）と18・19cm （皿年魚， 1979年級）が主体であったこと，主な補給域は日

本海南西域から九州北岸域にあること，そして産卵後の大羽マイワシと未成熟の中羽マイワシ
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が日本海中央域を索餌北上回遊していることを報告した。また， ドゥダレフ・ケーニヤ

(1988）は日本海の回遊経路と主要な大羽マイワシの索餌域を図示し，朝鮮東岸域の回遊群は

未成魚主体であることを報告した。これらの知見と既往の分布と回遊の知見を総合して北上回

遊について次のようにまとめた。

主産卵場は薩南～九州西岸域と九州北岸一山陰沖域にあり，成魚群は対馬暖流沿いに北上回

遊する。なかでも，日本海の中央域にある対馬暖流前線経路は特に北上回遊の初期（ 4 -6 

月）に最も利用され，重要な経路と考えられる。既に，伊東（1961）は産卵後の大羽マイワシ

がこの対馬暖流前線を利用して北上回遊することを示唆している。大陸沿岸域には春から夏季

への季節の進行に伴う水温の上昇と関係する沿岸北上経路があり，一方日本沿岸域にも漁況の

推移から想定される北上経路がある。対馬暖流とマイワシの出現・分布および漁況の知見から

推して，当然津軽海峡を経て太平洋岸へ，宗谷海峡を経てオホーツク海への回遊路がある。日

本海において最も北上する魚群は間宮海峡のアムール河口域に達する。一方，東シナ海には 6

月頃黄海で産卵する回遊群があり（王， 1985），現在のマイワシ分布の知見から推して九州西

岸域からの回遊が想定される。

2) 黒潮系

ドゥダレフ・ケーニヤ (1988）は太平洋の回遊経路と主要な大羽マイワシの索餌域を図示し，

太平洋沖合域における回遊の東限は不明瞭のため，年によって変化するが，未成魚主体に西経

域に達する魚群もあり，北太平洋海流を利用して北米沿岸域への回遊も示唆した。この知見と

既往の分布・回遊の知見を総合して北上回遊について次のようにまとめた。

主産卵場は薩南，日向灘一紀伊水道，伊立諸島一房総沖及び南岸沖の黒潮主流域にあり，成

魚群は黒潮沿いに北上する。その一部は黒潮分校流を利用して，沿岸域を回遊する。 4月頃海

水の成層化とともに房総一鹿島灘沖における黒潮の前線帯とその分派の北上につれて，魚群は

分散型でゆっくりと北上回遊し， 6・7月頃には道東海域に達する。ケーニヤ（1982）による

と，千島列島南部域における出現は早くて 6月末，遅くて 8月である。一方，黒潮続流域を東

へ回遊した魚群は黒潮の第 2の峰を北上する。この魚群は道東から千島列島海域に達すると想

定される。

3) オホーツクi毎

この海域に出現する魚群は 6月頃宗谷暖流の強勢とともに，日本海から北海道のオホーツク

海沿岸域に来遊し，各地の定置網で漁獲される。先行群の来遊時の水温は， 8-10°C位であ

る（黒田・北片， 1985；山口， 1988）。一部は根室海峡と国後水道へ，一部はオホーツク海中

央部に回遊すると推定される。一方，太平洋の千島列島南部域から来遊する魚群は 6-8月に

国後水道から入り，通常国後・エトロフ島北西岸域に分布しているが，年によってはオホーツ

ク海中央部から樺太沿岸域にまで回遊する。オホーツク海の魚体はほとんど17cm以上の大羽

マイワシで構成されるが，太平洋岸から来遊する魚群は17cm以下のものも混じている。オ

ホーツク海における回遊の北限は現在のところ確認されていないが，ケーニヤ（私信）は，

1989年の 7-8月に北緯50°N付近までの分布を確認した。また，オホーツク海における日本

海系と太平洋系の魚群の移入は年によって変動があり，両者の区別は現在のところ太平洋系の

魚群の肥満度が大きく（脂肪量： 20-26%），日本海のそれ（脂肪量： 16-20%）よりも脂肪

が多いことである（ケーニヤ，私信）。
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(5）南下回避（Fig.3-7)

晩夏から初秋の頃（ 8月末一 9月）気温の低下のため海水の成層が崩れて対流循環期に入る

と，水温の低下が生じる。水温の低下は北方ほど早く始まるので，魚群の南下開始の時期は海

域および毎年の気象海況条件によって左右される。 9月頃大羽マイワシから）｜｜夏次南下回遊を始

め，南下回遊経路はほぼ北上回遊経路の逆のコースに相当すると考えられる。しかし，北から

南へ，どこからどの海域にまで移動するかということは不明で、ある。日本海では朝鮮東岸域の

大羽マイワシ群と薩南の産卵場との関連が強く示唆されている（Nakai,1962a；坪井， 1988）。

また， Nakai (1959）は大羽マイワシの太平洋岸から日本海への回遊を示唆したが，相川

(1949）は津軽海峡以南の日本海本州沿岸における下り大羽マイワシの存在はほとんどないと

述べている。竹下（1985）は対馬東岸域に出現した大羽マイワシ群が漁況学的に九州西岸の甑

海峡まで追跡できることを示した。また，黒田（1987a）は漁況の推移から主産卵場である薩

南を中心とする海域の想定回遊路を示し，薩南海域には九州西岸域と太平洋岸域の 2方向から

成魚群が南下することを示した。

太平洋岸域において，潟、況の推移から南下回遊が追跡できるのは道東一鹿島灘の沿岸域と豊

後水道一薩南海域の沿岸域であり，その他の海域における南下回遊はマイワシが沿岸に近接し

た南下回遊系路をとらずにやや沖合を通るためか多分に不明な部分が多く，想定を含んだ回遊

経路となっている（Fig.3-7）。したがって，太平洋岸の道東から薩南海域までの回遊は実証で

きないけれども，漁況学的にはブリ，寄生虫学的にはサンマ（黒田， 1984）などで長距離の北

から南への移動回遊が知られており，マイワシの南下回遊は薩南海域まで南下する可能性を有
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しており，経年的にその条件が整う場合と整わない場合があると考えられる。

(6）仔魚・稚魚期（ 0年魚）の回遊（Fig.3-8)

0年魚、は発育が進むにつれて遊泳力を増し，群泳するが，成魚・未成魚、と比べて回遊の範囲

は広くない。しかし，海流を利用して分散し，日本近海では沿岸域にも出現するが， 0年魚、は

主に薩南一房総沖の本邦南岸域から北太平洋の沖合域へ分散する。日本海の大陸沿岸域では

0・I年魚の出現は極めて少なく（ドゥダレフ・ケーニヤ， 1988)' 0年魚は日本の沿岸域に

主に出現する。一部は津軽海峡を経て夏一秋季に三陸沿岸域へも回遊する（横田・浅見，

1956）。太平洋岸域では 0年魚、は主に黒潮を利用して分散する。黒潮の外側域に分散する 0年

魚、も多いと推定されるが，生長して遊泳力を獲得するにつれて順次北上索餌回遊すると考えら

れる。すなわち，北太平洋の沖合域（黒潮続流域～太平洋海流域）には O年魚と I年魚を主体

に分布していることから，黒潮続流と北太平洋海流を利用して O年魚が長距離分散回遊を行い，

種の分布圏を拡大していると考えられる。
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Fig.3・9. Distribution of the Japanese sardine larvae along the Pacific coast of southern Japan and the 

Kuroshio Extension during February to March in 1986 (a負erKuroda, 1989b). Referred after 

the investigation data of”Shunyo Maru”by the Nansei Regional Fisheries Research Laboratory 

in the west of Shionomisaki, southern Japan and of”Soyo Mam" by the Tokai Regional Fisher-

ies Research Laboratory in the east. Patterns in the figure indicate numbers of the sardine lar-

vae obtained by surface tow of Maruchi net in 130cm diameter for five minutes at two knots. 

Referred after the investigation data by ”Ochakov”of the TINRO in USSR. The patterns indi-

cate numbers of the larvae by surface tow of IKS-80 net in 80cm diameter for ten minutes at two 

or two and a half knots. 
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(7) 1986年 2～4月本邦太平洋岸域～黒潮続流域におけるマイワシ仔魚の分布

2-3月： 2つの日本の調査，すなわち，俊鷹丸による薩南海域一紀伊水道における南西海区

水研の産卵調査（ 2月8日一 3月6日）と蒼鷹丸による熊野灘～鹿島灘における東海区水研の

産卵調査（ 2月27日一 3月21日）およびオチャコフ号によるソ連の TINROの黒潮続流域にお

ける魚類ブランクトン調査（ 2月9日一 3月14日）の結果をほぼ同時期のものとみなして合成

図を作成し，冬季におけるマイワシ仔魚の分布状況を調べた（Fig.3-9；黒田， 1989bから）。

マイワシ仔魚は薩南海域から日本の太平洋南岸域に広く分布し，分布の中心は黒潮主流域付

近にあり，黒潮内側域よりも黒潮域における出現が多かった。鹿島灘には表面水温l1°C以下

の冷水が分布していたために，仔魚は出現しなかった。

黒潮続流域では黒潮流軸の北側に主に分布し， 1曳網中最大1000個体をこえる測点が1点記

録されたが，概して分布密度は小さかった。この黒潮続流域における仔魚の分布は恐らく，

1986年生まれの最初の先行群かそれに次ぐものと想定され，初めて経験する環境の中を分散し

ながら東流していると考えられる。熊野灘～房総沖では，仔魚は12-19℃台に分布し， 17-

l8°C台に多く出現した。ケーニヤ・ソコロフスカヤ（1988）によると，黒潮続流域では仔魚、

は10.5-16.1℃に出現し， 12-13°C域に多く分布した。仔魚の体長は10-25mmの範囲のも

のが出現し，モードは12～14mm台であり，受精後約 1ヶ月経過した個体であった。

4月：東海水研の蒼鷹丸による伊豆諸島域一鹿島灘における産卵調査（ 4月11-26日）とエレ

ニンスク号によるソ連 TINROの黒潮続流域における魚類プランクトン調査（ 3月29日一 4月

18日）の結果を合成し，春季（ 4月）におけるマイワシ仔魚の分布状況を調べた（Fig.3-10;

黒田， 1989bから）。
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Fig.3・10. Distribution of the sardine larvae around Izu Islands, off Boso Peninsula and in the Kuroshio 

Extension area in April of 1986 (after Kuroda司 1989b). In the area west of 145 °E was investト

gated by the ”SOYO MARU”of the Tokai Regional Fisheries Laboratory during 11 to 26 in 

April. And in case of the ”Ereninsk”of the TINRO in USSR, during Mar. 29 to Apr. 18. The 

legends are the same as Fig.3-9. 
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マイワシ仔魚は黒潮系暖水の影響する表面水温14°C以上の海域に広く分布し，分布の中心

は伊豆諸島域にあった。最大採集数は伊豆諸島域の銭洲南東沖の遠州灘における約800尾／曳

網であった。 13°C以下の海域における出現は， 36°30’N, 143° E付近の 2測点（ 1測点は 9℃

台）のみであったO 房総沖以北の海域における最大採集数は約40尾／曳網で，分布密度は伊豆

諸島域のそれに比べて小さかった。ヶーニヤ・ソコロフスカヤ（1988）によると，ソ連の調査

では，仔魚、は 2-3月よりも広く分布し，黒潮主流域付近またはそれ以南にやや多い出現がみ

られた。 1曳網当りの採集数が10尾をこえることは少なく，最大採集数は36。N, 149°E付近

の582尾／曳網であった。仔魚の体長範囲は12-40mmであり， 18-23mm付近にモードが

あった。仔魚の分布水温は11.5～l8.0°Cで，主に12.5-17°Cの前線衛付近に多く出現した。

総じて， 4月における仔魚の分布は 2-3月よりも拡大したが，共に黒潮主流域付近に分布

の中心があったとみなされる。さらに， 4月の体長範囲は 2～3月よりも広がり，体長のモー

ドは12-14mmから18～23mmに成長していた。

(B) 回遊に関するまとめと論議

マイワシは資源の高水準期に大回遊し，低水準期には小回遊する。資源の高水準期における

魚群は対馬暖流系と黒潮系にわかれ，海流系を利用して北上・南下回遊をしている。すなわち，

対馬暖流系では，日本海中央域にある対馬暖流前線経路が重要であり，魚群は沿海州，サハリ

ン西岸域，北海道のオホーツク海沿岸域， i掌軽暖流域へ北上回遊すると考えられる。南下移動

では，日本海ではほぼ逆の経路を回遊すると推定されるが，オホーツク海や津軽暖流域に分散

した魚群は戻らずに太平洋岸を南下すると推定される。一方，黒潮系では，黒潮前線経路が重

要であり，魚群は太平洋南岸域，三陸・道東沖海域，黒潮続流域一混合域へ北上回遊移動する

と考えられる。この中で，成魚はより早く黒潮前線から離脱して北上回遊し，未成魚もこれに

続く。そして，仔稚魚は黒潮に依存して北西太平洋沖合域へ分散回遊する。漁況の推移からの

解析によれば，明白な南下回遊の存在は道東・三陸沖ー鹿島灘と豊後水道一薩南の沿岸域に知

られるのみであり，南下回遊にはまだ不明な点が多く，著者は黒潮前線付近にも南下回遊経路

を想定しているが，未確認である。

資源の低水準期における回遊は，伊東（1961）によって想定されている。すなわち，日本海

を南下回遊した九州系群の成魚、は12月初旬に山口県近海に達し， 1月に対馬東水道および五島

近海に到り，その後さらに南下して 2-3月には五島灘～天草灘に達して，生殖腺の熟したも

のから産卵する。そして， 3-4月には未産卵群が沿岸沿いに北上し，能登海域まで達する。

産卵後群は沿岸域から去って深い層に留まり，暖流の発達期に暖流の水塊とともに沖合を北上

して主として対馬西水道を通り朝鮮東岸あるいは日本海中央域を北上する。九州系群より遅れ

て南下し佐渡海峡以南，主として隠岐島周辺以南の沿岸域で越冬した日本海系群は，対馬暖流

の発達とともに九州系群の未産卵群を合流して， 3～4月に沿岸域を北上する。したがって，

能登半島以南では日本海系群と九州系群が混獲される。それらの魚群は生殖腺が熟すると産卵

する。未産卵の主として日本海系群は 4-5月に能登海峡， 4月下旬～ 5月に新潟県海域， 5

月上一下旬には山形県海域， 5月中旬ー 6月上旬には秋田・青森県海域に達する。そして，一

部は北海道日本海沿岸域へ，そして一部は津軽海峡を経て東北沿岸域へ移動する。それらの魚

群は北上の途中に生殖腺が熟すると産卵し，産卵を終了した魚群は深層あるいは沖合へ去る。

太平洋系群は南下回遊して房総以南海域に達し，水温の上昇期に北上して，その途中で産卵す



98 黒田」紀

る。産卵後の魚群は恐らく黒潮続流域へ回遊分散するであろう。足摺系群は冬季に都井岬付近

まで南下し，その後北上しながら産卵し，産卵後は北上して，夏季にはI年魚、と同様に豊後水

道外側域で過ごすらしい。

マイワシの回遊や遊泳力については余り知られていなし当。マイワシの遊泳速度についての知

見は少なく，末広（1951）は 1尾の標識放流結果から 1日約3.3海里であるとした。久保

(1961）の紹介した標識放流結果や魚群の移動状況から算定した遊泳速度によると， 1日の最

大遊泳速度は約8～ 10海里と評価される。木村（1934）は生け賛のカタクチイワシの遊泳速度

から 1日5～ 6海里であると報告しており，カタクチイワシよりもマイワシは大型で遊泳力も

あると考えられるので，上記の 1日約 8-10海里の遊泳距離は妥当な速度かもしれない。回遊

は普通適水温の範囲で，索餌と産卵・越冬をするために行われるが，個体を維持するのは索餌

であり，常に餌を求めての行動が基本になっていると考えられる。

マイワシの適水温と水温耐性については，カガノフスキー（1939）が8-27℃，宇田・岡本

(1936）は漁場水温から 8-19°C (14-15°C適温），塩分33-35%。としている。そして，適水

温は若齢魚、ほど高い傾向があり（山中・伊東， 1957），若齢魚ほど広温性で，高齢魚になると

狭温性である（伊東， 1961）。久保（1961）は 8-27℃（適水温12-20°C）としている。また，

末広（1936）は水温の急変に対するマイワシの抵抗力を測定し， 7 -29°Cの水温範囲に生存

しうること，マイワシは低水温の急降下に対してはカタクチイワシよりも強く，高水温の急上

昇に対してはそれよりも弱いことを報告した。すなわち，ニホンマイワシは10-20°C水帯に

主分布するが，北上回遊の先行群は 7-8 °Cの水温帯にも順応でき，夏季の沿岸内湾域の漁
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Figふ 11 Presumed three mixing areas of sardine shoals distributed in the Tsushima Warm 

Current region and the Kuroshio Current region in the Pacific Ocean. 
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場では20°C以上の水帯にも分布可能であることを示している。しかし漁場水温は表面水温

である場合が多く，夏季には成層するために表面水温を生息水温とすることに注意を払う必要

カfある。

日本近海に生息するニホンマイワシは環境条件を異にする日本海と太平洋岸域に分布し，資

源の減少期には 4つの系群が認められており，資源が低水準になるほどそれが顕在化する（伊

東， 1961）。逆に高水準期には，系群聞の交流が進み，対馬暖流系と黒潮系の 2つの系群に分

かれるとみなされている（渡部， 1988）。そして，資源量水準が大きくなる程，魚群の回遊移

動の範囲は拡大し，起源を異にする魚群や系群の問で出合が生じると考えられ，著者は交流・

混合する海域の存在を想定した（Fig.3-11）。

第 1の海域は，三陸北部沿岸～噴火湾～北海道襟裳岬西の津軽暖流域であり， 6-ll月頃の

索餌期に津軽海峡を抜けて日本海から移動する魚群と太平洋岸を北上してきた魚群の混合が想

定される。最初は大羽マイワシであり，月を経るにつれて中羽，小羽（ 0年魚）に変化すると

想定される。

第 2の海域は，千島列島南部水域からオホーツク海中央域であり， 6-9月の索餌期に宗谷

海峡をへて宗谷暖流域に来遊した魚群と太平洋の子島列島南部水域に来遊した魚群の混合が想

定される。魚体はほとんど大羽マイワシである。

第 3の海域は，薩南一天草灘・五島灘海域であり， 12-3月の産卵期に日向灘を南下した産

卵群と九州西岸域を南下した産卵群の混合が想定される。

もう 1つの，地理的に混合する可能性のある海域は下関海峡近辺域であろうが，知見がなく

不明である。

索餌域における混合があった場合にその後も同一魚群を形成するのかどうか不明であるが，

もし魚群を維持するならば異なる発生集団の遺伝子交配の可能性が生ずるため重要である。特

に，薩南海域における両系群の混合は直接産卵群の交配の可能性を示唆しており，薩南海域の

産卵場が大きいこと，また，資源の高水準期に形成されること，などの意義を含めて，極めて

重要な生物学的な意味をもっているかも知れなしミ。薩南産卵場における交配の可能性について

は，既に石垣ほか（1959）と坪井（1988）が指摘している。

3.産卵場

(1) 主産卵場の歴史的変遷

1) 資料と方法

日本の水産研究所では， 1949年以来多くの調査船によって太平洋岸域におけるマイワシ産卵

場の調査を実施してきた。その成果はとりまとめて発表され，膨大な量に達している。黒田

(1988）は1971-1984年の主産卵場の経年変化について記述したが，さらに戦前から1988年ま

での卵分布域（産卵域）を図示し，主産卵場の年代的な移動，すなわち産卵場の変遷を調べた。

主に参照した資料を Table3-1に示す。なお，年々の産卵場の図示にあたっては産卵強度を 3

段階に設定して表している。

2) 第 2次大戦前の年代における産卵場

中井 (1981）は1936-1944年に九州西岸一薩南一太平洋岸域において産卵調査を実施し，

1937年2～3月には大隅海峡一種子島近海にマイワシの大産卵場があることを発見し，これを
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Table 3・1. Main reference reports in Japanese r巴ferredto study yearly changes of the sardine spawning 

grounds. 

昭和24-26年組資源協同研究経過報告 (1955）東海区水産研究所， pp.84. 

昭和27年

昭和28年

昭和29年

,, ，，” 

’，，，”  

昭和30年沿岸重要資源協同研究経過報告

昭和32年

昭和33年

昭和34年

，”F 今

今”’〉

今今”

(1955）西海区水産研究所， pp.54. 

(1956）南海区水産研究所， pp.117. 

(1957）日本海区水産研究所， pp.177. 

(1959）北海道区水産研究所， pp.186. 

(1961）水産庁、東海区水産研究所、南海区水産研究所、西海区

水産研究所、北海道区水産研究所、内海区水産研究所，

pp. 307. 

(1962) 

(1962) 

，， 

イ〉

' pp. 136. 

' pp. 119. 

昭和35・36年 ク，， ,, (1963) ,, ' pp. 145. 

昭和37・38年漁業資源協同研究経過報告 (1965) 漁業資源研究会議報，（ 3), 1-37. 

昭年39年度 ，，，，，， 

昭和40-42年度 。 。
昭和43-45年度 。 。

(1966) 

(1969) 

(1973) 

昭和46～48年度 ク ク ク (1976) 

長期漁海況予報資料（ ー1984）南西海区水産研究所

’， ’， 

’， イシ

，， 今

昭和56年度 東海ブロック卵・稚仔、プランクトン調査研究担当者協議会

( 6)' 1 25. 

(10)' 1 -43. 

(14)' 1 57. 

(18)' 1 -63. 

議事録， No.1 (1981）東海区水産研究所， pp.90. 

昭和57年度 ，， ，， , No目 2 (1982) イシ ' pp. 113. 

昭和58年度 ，， ’， , No. 3 (1983) ’ら ' pp. 85. 

昭和59年度 ，， 研究報告， No.4 (1984) ，， ' pp. 113. 

昭和60年度 ，， イシ , No. 5 (1985) ’F ' pp. 150. 

昭和61年度 dシ 今 , No. 6 (1986) ’， ' pp. 152. 

昭和62年度 今 ，， , No. 7 (1988) ，， ' pp. 157. 

昭和63年度 。 ，， , No. 8 (1988) 名〉 ' pp. 144. 

薩南の産卵場と称、した。しかし，この海域では， 1941年以降産卵強度が急減した。 Nakai

(1962a）によると，当時，日本近海におけるマイワシの産卵域は，太平洋岸の黒潮域では日

向灘，遠州灘，伊豆諸島一房総沖海域に，対馬暖流域では五島灘～山陰沿岸域，能登近海に

あった（Fig.3-12）。

3) マイワシ産卵場の変遷

1949年以降日本の太平洋岸域におけるマイワシの主産卵場は 3-5年位で移動しており，巨

視的にみると産卵場の変遷は 8期に大別される（Fig.3-13）。

I期： 1949-1958年

この期間には日本近海の主産卵場は九州北西域一能登近海の対馬暖流域にあり，次第に北遷

傾向を示した（中井， 1981）。伊東（1961）はこの期間に日本海北部域，特に能登近海におけ

る産卵の割合が大きく，九州南西海域における産卵の割合が減少していること，さらに1956年

頃から男鹿半島周辺域における産卵が顕著で、あり，石狩湾においても1954・1955年に少数の産

卵が認められたことを報告した。一方，太平洋岸域では薩南海域の産卵場は消滅しており，全
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Figふ 12. Average abundance of the sardine eggs in the one degree square in latitude and 

longitude during 1936 to 1941. The net in 60cm diameter with 0.33mm in mesh 

aperture was towed vertically from 150 meters deep to the sea surface (after Nakai, 

1962a). 

Circles indicate more abundance in egg distributio日針。mthe white to the black. 
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般に産卵強度は小さかったが，主産卵域は日向灘一豊後水道と房総沖～鹿島灘にあり，小規模

の産卵域が土佐湾，熊野灘，遠州灘，相模湾などの沿岸域に散在した。日向灘の産卵期は 3-

4月にあり， 1949, 1953・54, 1957年の産卵強度が大きく，豊後水道のそれは1952-1954,

1958年に大きかった。総じて，日向灘一紀伊水道の産卵強度は1954年に最も大きく，次いで、，

1953, 1958年に産卵が多かった。また， 1949-1951年には大隅海峡，常磐沖，仙台湾， 1953年

には常磐沖， 1956・57年には大隅海峡， 1958年には三陸沿岸域において卵の分布がみられた。

潮岬以東海域の漁況によると， 1957年級群は漁獲の主対象であり，卓越年級群であった。 1955

～1957年には日本海マイワシが津軽海峡を通過して太平洋へ移動したと推定されており， 1957

年級群は日本海起源のものと考えられている（Nakai,1962a）。また，石垣ほか（1959）は，

1958年秋季には噴火湾と日本海の一部において数十年振りでまとまった大中羽マイワシの漁獲

があり，対馬暖流の異常な強さによる能登系群の移動であると報告した。

H期： 1959-1962年

産卵域は日向灘一豊後水道から土佐湾にかけて広く形成され，産卵場は土佐湾に移行し形成

された。土佐湾の産卵期は11-5月で， 2-3月に盛期があった。 1961年は，マシラスの漁獲

が多かったために産卵強度の大きい年であったと推定されている。この期間，薩南海域におけ
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Fig. 3・13. Schematic illustrations of changes in the sardine spaw凶nggrounds along the Pacific coast of 

southern Japan during 1949 to 1984. Denser patterns indicate stronger spawning intensity. 

る産卵域は認められなかった。

潮岬以東海域で、は， 1957年卓越年級群の形成に引続き， 1960年の産卵量は1949年以降最も多

くなり，その後1962年まで房総沖ー鹿島灘における大きい産卵強度は持続した。このために，
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この海域が太平洋岸域の主産卵場となり，その産卵盛期は 4-5月であった。 1958・59の両年

の10-11月には遠州灘において早期の産卵がみとめられた。同様に， 1959～1962年には土佐湾

(11-1月）' 1962年には日向灘（11月）などにおける早期の産卵が目立った。また， 1959年4～

7月には三陸沿岸一仙台湾において産卵があった。

皿期： 1963～ 1964年

1963年冬春期に発生した異常冷水現象のため成魚、の回遊の異常，産卵期の遅れ，産卵環境の

低温化などを生じ，産卵強度は極めて小さくなり，産卵域は日向灘と熊野灘しか認められな

かった。 1964年には日向灘，土佐湾，遠州灘，伊豆諸島域，房総沖，鹿島灘にわずかながら卵

が出現した。

1964年11-12月に潮岬以東海域から紀伊水道一日向灘へ大羽成魚群の来遊があった。この現

象は1962年11月， 1965年にも同様に認められた。

町期： 1965-1967年

1964年11-12月における成魚群の回遊に伴って1965・66年には紀伊水道一日向灘における産

卵域が形成され，紀伊水道にその中心があった。 1967年の産卵は日向灘と土佐湾ではみとめら

れなかったが，紀伊水道では持続して産卵強度は増大した。一方，薩南海域では， 1966・67年

に大隅海峡における産卵がみとめられた。

潮岬以東海域で、は，散発的に産卵域が形成される程度で， 1966・67年には関東近海の産卵強

度は激減した。したがって， 1962-1965年11～12月に見られた潮岬以東海域から以西海域への

成魚産卵群（大羽マイワシ）の回遊はその後も持続していたと推定される。この期間には，主

産卵域が紀伊水道に存在したために，マシラスが1965年と1966年の 1～2月， 1966年12月一

1967年 1月， 1967年12月一1968年 1月に和歌山県田辺湾の船曳網漁によって多獲された。

V期： 1968-1971年

1967年12月以降にみられた紀伊水道から土佐湾への魚群移動に伴い 太平洋岸域における主

産卵場は土佐湾に形成されるようになり，年によっては紀伊水道西部域一日向灘にも形成され

た（浅見， 1970）。土佐湾の産卵盛期は 2-3月にあった。日向灘一紀伊水道の産卵強度は

1965年から増大しはじめ， 1969年にはピークを記録した。薩南海域では， 1971年に大隅海峡の

中央域に小さな産卵域がみとめられた。

潮岬以東海域では， 1969年の産卵域はやや拡大し，遠州灘ー鹿島灘に散在したが，産卵強度

は小さかった。

VI期： 1972-1975年

土佐湾に太平洋岸域における主産卵場が持続して形成され， 1972年と1974年には日向灘と紀

伊水道にも産卵域があった。 1972年，伊豆諸島域に産卵場が形成され，その後，伊豆諸島域を

中心とした遠州灘ー鹿島灘における産卵域は年々拡大した。さらに1973-1975年には潮岬沖～

遠州灘の黒潮前線付近に産卵が認められ，次第にこの海域の産卵場の比重が高まった。薩南海

域では1975年を除いて小規模の産卵域が大隅海峡の中央域にみとめられた。

VII期： 1976-1980年

紀伊水道一日向灘では土佐湾を中心に前期と同規模の産卵場が形成されたが，伊豆諸島域を

中心とした熊野灘ー房総沖海域にも広く産卵域が形成され，伊立諸島域が太平洋岸域における

主産卵場となった。この海域の産卵強度は1978年にピークに達した。薩南海域では， 1976年に
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大隅海峡に広範な産卵域が形成されて以後年々産卵強度が大きくなり，産卵域が南へ拡大して，

1980年には主産卵場である伊豆諸島域に匹敵する産卵場が形成された。

1979年には，産卵強度と産卵域の拡大する現象の中で，内湾域である大阪湾にも産卵がみら

れるようになり，その後も持続している（辻野・林， 1987）。

咽期： 1981~1984年

潮岬以東海域では，伊豆諸島域を中心とした水域における産卵強度は1982年に最低となり，

産卵場は縮小分散した。 1982-1984年4-6月には伊勢湾へ体長15-20cmの中大羽群が来遊

し， 1983年には湾内における産卵がみとめられた（石井・船越， 1984）。

薩南海域の主産卵場における産卵強度が年々大きくなるにつれて，産卵域が黒潮主流域にも

広がり，土佐湾沖 (1981年），さらに紀伊半島沖（1983年）へと拡大した。

日向灘ー土佐湾，紀伊水道の産卵場は縮小傾向を示し，産卵強度も低下した。

4) 1985年以降の主産卵期における卵と仔魚の分布からみた産卵場，特に黒潮主流域の産卵

場について

① 1985年（Fig.3-14)

卵は紀伊水道（沖）以西海域に広く分布し，薩南海域の黒潮主流域と土佐湾一紀伊水道沖の

黒潮主流域付近に分布の中心があった。黒潮内側域では土佐湾と日向灘南部域における産卵強

度が大きかった。紀伊水道沖以東海域における卵の分布は以西海域よりも少なく，調査測点が

ないため不明で、あるが，熊野灘ー伊豆諸島沖の黒潮主流域付近に分布の中心があったと推定さ

れる。そして，沿岸域における産卵強度は極めて小さかった。産卵期を通じてみると，豊後水

道・紀伊水道・伊勢湾・東京湾などの内湾域にも産卵がみとめられた。総じて，黒潮域におけ

る卵の分布は黒潮内側域よりも多く，黒潮主流域における産卵が顕在化しているといえる。

一方，仔魚は潮岬以西海域で、は卵とほぼ類似した分布傾向を示したが，以東海域では異なっ

ており，伊豆諸島域一房総沖と遠州灘に分布の中心があった。総じて，分布の中心は黒潮主流

域付近にあり，黒潮内側域の分布密度は小さかった。分布傾向からみると，遠州、｜灘における仔

魚の出現は伊豆諸島域から遠州灘へ入り込む黒潮内側反流の動向と密接に関係していると推定

される。

② 1986年（Fig.3-15)

卵は薩南海域，日向灘i中，黒潮外側域と紀伊水道一遠州灘沖の黒潮主流域付近を中心に分布

し，特に薩南海域の産卵強度が大きかった。潮岬以西の黒潮内側域における卵の分布は拡大し

たが，黒潮域よりも少なく，潮岬以東の沿岸域における産卵域は認められなかった。産卵期を

通じてみると， 1985年と同様に，鹿児島湾・東京湾などの内湾域にも小規模の産卵がみられた。

一方，仔魚、は卵よりも比較的広く分布し，分布の中心は黒潮主流域付近にあった。仔魚の分

布量は総じて，黒潮内側域よりも黒潮外側域に多く，さらに沖合域における分布も想定される。

③ 1987年（Fig.3-16)

卵の分布の中心は薩南海域と土佐湾沖ー伊豆諸島域の黒潮主流域付近にあった。卵は日向

灘ー土佐湾にも広く出現し また紀伊水道や遠州灘沿岸域にも分布した。黒潮内側域における

卵の分布は，総じて，黒潮域よりも少なかった。

一方，仔魚は卵よりも広く分布し，薩南海域，紀伊半島一伊豆諸島沖の黒潮域，伊豆諸島域

一房総沖の黒潮域に多かった。仔魚、の分布量は総じて黒潮内側域よりも黒潮域に多く，黒潮外
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側域の沖合にも広く出現がみられた。

④ 1988年（Fig.3-17)

卵は比較的広く分布し，分布の中心は薩南海域，土佐湾ー伊豆諸島沖の黒潮域にあり，中で

も紀伊半島沖の黒潮主流域から黒潮外側域付近にあった。黒潮内側域の産卵強度は総じて黒潮

域よりも小さく，特に紀伊水道以東の沿岸域ではほとんど産卵がみとめられなかった。

一方，仔魚は卵よりも不規則な分布状況を示し，分布の中心は薩南海域と伊豆諸島沖の黒潮

主流域付近にあり，伊豆諸島以東海域に広く分布した。黒潮主流域付近の出現は不規則であり，

日向灘～遠州灘の沖合では出現しない海域が目立った。黒潮内側域における仔魚の出現は総じ

て外側域よりも少なかったが，中では遠州灘でやや多かった。また，遠州灘はるか沖合の黒潮

外側域にかなり多量の仔魚の分布がみられたO

5）沿岸域と黒潮域の産卵量の割合の経年変化

1978-1987年の太平洋岸域において30分桝目法で計算した産卵量の分布図から黒潮流軸を境

として黒潮外側域と黒潮内側域（沿岸域）に分けて，産卵量を海域別（薩南海域，日向灘一紀

伊水道，熊野灘ー鹿島灘）に計算し，その割合の経年変化を調べた（Table3-2）。

沿岸内側域に対する黒潮外側域における産卵の割合は， 1978・79年には極めて小さかったが，

1980年以降増加しはじめ 1984年にはほぼ匹敵するようになった。 1985年以降黒潮主流域にお

ける産卵の顕在化とともにその割合は 2～3倍に増加した。薩南海域は他の海域よりも早く黒

潮域における産卵がみられ， 1981年はほぼ匹敵する割合になり， 1982年以降黒潮域の産卵が沿

岸域のそれを凌駕しており（1982-1984年： 1- 2倍） 1985年以降の割合は 3-4倍となり

顕著な現象となっている。そして，日向j難～紀伊水道では1985年，そして，熊野灘ー鹿島灘で

Table 3・2. Yearly changes of the rates(B/A) in spawned eggs in the coastal area(A）阻d

the Kuroshio area(B)along the Pacific coast of southern Japan duri時 1978to 1988. 

Made from the data of the ichthyoplankton investigations in the sea inside 200 miles 

from land under the Fisheries Agency. 

The mark(?) shows that it is presumed to be lower value due to the lack of 

surveyed stations in the Kuroshio area o任Enshunada.

Year Satsunan Hyu～gaRiida Kumanonada Pacific coast 
1 Channel -Kashimanada 

1978 0.06 0.003 0.04 0.05 

1979 0.03 0.08 0.28 0.17 

1980 0.88 0.62 0.33 0.61 

1981 0.99 0.40 0.07 0.73 

1982 2.10 0.02 0.02 0.89 

1983 1.64 0.59 0.07 0.84 

1984 1.41 0.47 1.15 1.15 

1985 3.81 3.32 0.41 (?) 2.72 

1986 4.10 3.20 4.81 3.85 

1987 2.23 1.83 2.56 2.12 

1988 0.88 10.97 1.17 3.26 
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は1984年から黒潮域の産卵が沿岸域よりも多くなり，その傾向が持続している。なお， 1985年

の熊野灘ー鹿島灘における黒潮域の産卵割合が小さいのは，遠州灘沖黒潮域における調査測点

の欠如によると考えられ，他の年と同様に黒潮主流域における卵分布の中心の存在が想定され

ることから，実際には黒潮域の産卵量が沿岸域のそれを凌駕していたと推定される。

このような黒潮主流域を中心とした黒潮外側域を含む黒潮域の産卵は，戦前のマイワシ資源

の高水準期には知られておらず，海洋生態系における顕著な現象として特筆されるものである。

6）黒潮主流域における産卵

黒田（1988）の報告した1971-1984年のマイワシ産卵場の変遷によると，黒潮主流域におけ

る産卵は1973～1975年に潮岬沖ー遠州灘の黒潮前線付近に認められた後，薩南海域における産

卵場の急速な拡大に伴い， 1977年には種子島東沖の黒潮域に， 1978年以降屋久島・種子島南沖

の黒潮域に産卵場が形成された。その後， 1979年には日向灘沖黒潮主流域に産卵が認められ，

1981年以降土佐湾沖，そして1983年以降紀伊水道沖， 1985年には遠州灘沖と産卵域を拡大し，

産卵強度も増大する傾向にあったO そして， 1985-1986年には日向灘一紀伊水道沖の黒潮主流

域における産卵強度が薩南海域のそれと匹敵あるいは凌駕するようになり， 1987-1988年には

産卵強度の重心は紀伊水道～遠州灘沖の黒潮主流域に移行している。同時に，近年黒潮主流域

における成魚産卵群の分布が確認され，発見例も増加しつつある（黒田， 1987a）。そして，

この黒潮主流域における産卵は成魚産卵群の本邦南岸域における分布密度の増大による押し出

し効果に起因する見解をのべた（黒田， 1987a）。したがって，産卵場の変遷の中では1985年

以降を主産卵場が薩南海域と黒潮主流域に存在する特徴をもっ第E期として位置づけることが

出来る。

7）考察

中井（1981）によれば，薩南海域の産卵場は1930年代のマイワシの豊漁期である1937年に初

めて発見された後毎年確認されたが， 1941年には産卵強度が低下した。そして，消滅していた

薩南海域の産卵場は1976年に発現して以降拡大して1980年頃から太平洋岸域の主産卵場となっ

ている。薩南の産卵場は1925年頃出現したと推定されており（Nakai,1962c），また，朝鮮の

マイワシが1910年には出現していることから，薩南の産卵場の形成が推定されることから，マ

イワシの主産卵場は約50-65年で日本を周囲したことになる。なすわち，マイワシの主産卵場

は1940年代から1955年にかけて九州西岸から北津域へ，そして，山陰沿岸域，能登近海へと北

遷し， 1955-1957年には意軽海峡を通じて日本海から太平洋岸への魚群移動が生じたと推定さ

れている（Nakai,1962a）。その結果， 1959-1962年には鹿島灘～九十九里近海に主産卵場が

形成されたが， 1963年の異常冷水現象を契機に1963～1965年には潮岬沖を東から西へ魚群が移

動回遊するようになり（浅見・古藤， 1974) 1964～1967年に紀伊水道， 1968～1975年に土佐

湾に主産卵場が移行し， 1976年には薩南海域の産卵場が形成されるようになった。

薩南海域の産卵場に関与する成魚の回遊については，九州西岸域を南下する魚群が漁況学的

に把握されており（竹下， 1985），薩南海域の産卵場は九州東岸域の南下群と合わせて九州、｜の

東西両岸域を南下する回遊群の到達域と想定される（黒田， 1987a）。このように，産卵場は

成魚産卵群の移動回遊によって形成され，資源減少期の主産卵場の移行期には成魚群の移動す

る事例がしばしばみられた。

1953-1955年の黒潮流路は大蛇行型（A型）と推定されているが（吉田， 1964），調査観測
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が不十分な時代のため，詳細については不明で、ある（Table1-2）。 1955-1959年の黒潮流路は

直進型（N型）基調で経過し，マイワシの再生産状況もよかったと想定され，事実1957年には

発育初期における生残りもよく，卓越年級群が形成された。

1960～ 1962年の黒潮流路はA型で（Table1-2），房総沖では黒潮が著しく接岸したため鹿島

灘一九十九里沖に主産卵場が形成されたが， 1963年の異常冷水のため第町期の産卵場の形成パ

ターンは壊滅した。そして， 1964・1966・1968年の非A型の混合型， 1970・1971年のC型基調

型で黒潮流路が経過する期間（Table1-2），主産卵場は南偏傾向を示し， 1965～ 1967年に紀伊

水道， 1968～ 1971年には土佐湾に形成され，潮岬以西海域の産卵強度は年々増加したが，潮岬

以東海域のそれは1970-1971年のC型流路による環境不安定のため減少した。第V期に移行し

ていくこれらの過程は， Kondo(1980）が示した1972年卓越年級群の形成につながる海洋条

件として重要視する必要がある。

以上の結果は，大蛇行型（A型）期には産卵場が拡大し持続する傾向が大きいこと， C型期

には伊豆諸島域の産卵場は縮小し，南偏傾向があること，直進（N型）期の産卵場は拡大し，

持続さらに南偏する傾向が大きいとまとめられる（黒田， 1988）。別に，渡部（1982）は黒潮

流路型とマイワシの再生産（生き残りを含む）の関係を概括して， A型期と C型期の再生産は

不良であるが， N型期には良好でAあり，特に流路型の変化時（A→N型， C→N型）に発育初

期における生き残りがよく，卓越年級群の形成につながることを示唆した。

これらのことは，黒潮の流路型の変化時期の餌条件に注目する必要があり，黒潮流路型とそ

の持続および変化は産卵場形成・移行との聞に密接な関係があるのみでなく， V章で述べるよ

うに，初期生活期の生き残りとも低次生物生産過程を介して重要な生物学的意義を内在してい

ることを示していると著者は指摘したい。

(2) 1979～ 1984年の日本近海における産卵場の経年変化

1) 資料と方法

薩南海域以北の太平洋岸域については，東海区水産研究所と南西海区水産研究所による 1-

3月の主産卵期の調査資料に基づき，発生初期卵の分布域を産卵域とした。一方，日本海一九

州西岸域の対馬暖流域については，渡辺 (1987）による日本海区水産研究所と西海区水産研究

所の資料に基づき，単に卵の分布量の1/10を発生初期卵の分布とみなして，ニホンマイワシの

種としての産卵域の産卵強度を表示した。

2）経年変化（Fig.3-18-1～2)

1979年：産卵場は，日本海一九州西岸域では秋田県男鹿半島以南に形成され，九州北西岸域

と山陰沿岸域で産卵強度が大きかった。一方，太平洋岸域では，房総沖以南に産卵域があり，

伊豆諸島北部海域を中心に東海道沿岸域に主産卵場が形成された。薩南海域では東部域に産卵

場が形成され，日向灘沿岸域の産卵域と連続していた。

1980年：産卵場は1979年とほぼ同様な海域に形成されたが，太平洋岸域では鹿島灘にも分布

した。日本海一九州西岸域では，九州北西域と山陰沿岸域における産卵強度が1979年より低下

したが，九州西岸の天草灘における産卵域が拡大し，産卵強度も大きかった。太平洋岸域では，

薩南海域の産卵域が拡大し，産卵強度も増大した。

1981年：産卵場は前年とほぼ同様の海域に分布した。日本海一九州西岸域の主産卵場は山陰

沿岸一九州北西岸一九州西岸域に形成され，その重心域は天草灘にあり，前年よりも南偏傾向
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Fig.3・18-1. Yearly changes in spawning grounds of the sardine around Japan during 1979 to 1981. Data 

in the Tsushima Warm Current region by the Seikai and the Japan Sea Regional Fisheries 

Laboratories were summarized by Watanabe (1987）ー

In case of the Pacific coast of Japan, spawning intensities are referred after investigation results 

by the Nansei and the Tokai Regional Fisheries Research Laboratories during January to 

March. 

を示した。一方，太平洋岸域では， 1980年とほぼ同様の産卵強度が持続した。薩南海域の黒潮

域における産卵が認められた。

1982年：日本海一九州西岸域の産卵場は前年とほぼ同様の海域に形成され，主産卵場は天草
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Fig.み18-2. Yearly changes in spawning grounds of the sardine around Japan during 1982 to 1984. Data 

in the Tsushima Warm Current region by the Seikai and the Japan Sea Regional Fisheries Re-

search Laboratories were summarized by Watanabe (1987). 

In case of the Pacific coast of Japan, spawning intensities are refe汀edafter the investigation re-

suits by the Nansei and the Tokai Regional Fisheries Research laboratories during January to 

乱1arch.

灘～九州北西岸域にあった。太平洋岸域では，産卵場の形成海域はほぽ前年並であったが，熊

野灘以東の産卵場が縮小分散した。逆に，薩南海域の産卵強度は大きくなり，産卵域も拡大し
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て日向灘の産卵場と連続した形で主産卵場が形成された。

1983年：日本海一九州西岸域の産卵場は拡大し，能登半島まで連続的に分布し，主産卵場は

九州北西岸～山陰沿岸域に形成された。太平洋岸域では，薩南海域の産卵強度は1982年よりや

や小さくなったが，依然として主産卵場が形成された。土佐湾，紀伊水道の産卵強度がやや大

きくなったが，熊野灘以東海域の産卵場は1982年に続き分散型で経過した。潮岬沖の黒潮主流

域に産卵場が認められた。

1984年：日本海一九州両岸域では，能登半島以北の産卵場が縮小し，九州西岸域の産卵場が

拡大する傾向があった。主産卵場は前年同様に九州北岸一山陰沿岸域にあった。太平洋岸域で

は薩南海域における産卵強度が大きくなり，産卵場は黒潮域にまで南偏拡大した。日向灘，土

佐湾，紀伊水道などの沿岸域における産卵強度が減少傾向を示し，四国沖一紀伊半島沖の黒潮

主流域に産卵場が形成された。伊豆諸島域の産卵場がやや大きくなり，回復傾向を示した。

3) まとめ

日本海一九州西岸域の対馬暖流域における産卵場は男鹿半島以南に形成され，主産卵場は九

州北西岸域と山陰沿岸域に分布し， 1980-1982年には九州西岸の天草灘にも形成された。産卵

強度は北に小さく，南に大きい傾向を示し，年々産卵域は拡大して1983年に最も広くなった。

一方，太平洋岸域の産卵場は鹿島灘以南に分布し，主産卵場は1979年には伊豆諸島域， 1980-

1981年には伊豆諸島域～房総沖と薩南海域， 1982年以後薩南海域に形成された。熊野灘以東海

域の産卵場は1982年以降縮小分散の傾向が著しかったO また， 1980年に薩南海域において主産

卵場が形成されて以後，黒潮主流域にも産卵がみられ，その産卵域は年々日向灘沖，四国沖，

紀伊半島沖へと東偏する傾向を示した。

(3）資源の高水準期の太平洋岸域における産卵期内の産卵場の移動

産卵場と産卵期は成魚の回遊移動とその成熟過程と関係が深いため，年々変動する。しかし，

月別のそれらを概観的にみると，一定の変動傾向がみられる。ここでは， 1980年代（1980-

1985年）の資源の高水準期における10～7月の産卵期における月別の産卵場の移動について模

式化した（Fig.3-19）。

マイワシの産卵は日月頃に紀伊水道・土佐湾において始まり， 12月には日向灘一豊後水道に

拡大し，年によっては紀伊水道の外域から内域にも広がる（例えば， 1980. 1983, 1984年）。

その中心海域は土佐湾で，稀には10月（1985年）にも産卵がみられる。このような早期の産卵

は，熊野灘～伊勢湾一遠州灘沿岸域にもみられる年がある（例えば， 1980, 1982, 1983年）が，

土佐湾よりも産卵強度は小さい。その他，房総沖 (1983, 1984年），東京湾口域 (1985年），犬

吠埼近海 (1983年）でも卵が早期の11-12月に出現した。例外的には， 9月（1983年）に東京

湾口域で卵が出現した記録がある。

1月になると，薩南海域の沿岸域一黒潮域と遠州灘でも産卵が始まる。そして， 2月には日

向灘一紀伊半島沖の黒潮域で産卵がみられ，東京湾と鹿島灘を除き，房総沖までの広い海域に

産卵場が形成される。 3月になると，遠州灘沖黒潮域と鹿島灘も産卵域となり，ほほ太平洋岸

全域において産卵が行われている状況を呈する。その主産卵域は薩南一紀伊水道，そして熊野

灘，伊豆諸島域と黒潮主流域である。中でも近年では，黒潮主流域の産卵強度が特に大きい。

4月になると，黒潮域の産卵が消失し，産卵の重心域は沿岸域・内海（豊後水道，紀伊水

道）・内湾域に移る。そして，伊豆諸島域一鹿島灘においても産卵盛期となる。 5-6月の産
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Fig.3・19. Spawning season in high-level sardine stock period alon11, the Pacific coast of southern Japan. 

Arabic numerals indicate spawning months and Roman numerals indicate major spawning 

months. 

卵域は沿岸・内湾の接岸域となり，南からそして沖合から順次縮小し，産卵を終了する。最も

遅い 7月まで産卵のみられるのは，相模湾ー東京湾口域と房総沖海域であり，中でも，犬吠埼

近海と東京湾口域である。

4.産卵量

(1）潮岬以東海域における産卵量の経年変化（1950～1987年）

日本の太平洋岸域の東海ブロソク（三重一茨城県）では，東海区水産研究所資源部と 1都 6

県の水産試験場の協同調査によって， 1950-1987年における産卵量が計算されている

(Fig.3-20, Appendix Table 3）。

1950年代の産卵量は平均10兆粒前後の変動を示し， 1959年に約4兆粒に減少したが， 1960～

1962年に急増し， 1961年には約200兆粒の極大を示した。この時の主産卵場は九十九里沖ー鹿

島灘沿岸の銚子近海に存在した。産卵量は1963年には異常冷水の影響もあって急減し， 1966年

以降さらに減少傾向となり，その後1971年までの産卵は極めて低い水準にあっ f:.o 1972年以降

産卵量は増加傾向に転じ， 1974年以降急増して1978年には約670兆粒で極大に達した。その後

再び減少しはじめ， 1982年には約50兆粒に低下した。この1970年代後半には，遠州灘ー伊豆諸

島一房総沖の沿岸域を中心に産卵場が形成され，太平洋岸域における主産卵場の地位を占めた。

1983年以降の産卵量は再び増加しはじめ， 1986年には約850兆粒の過去最高の値に達した。こ

の増加の主体は沿岸域の産卵によるものでなく，黒潮主流域における産卵によるものである。
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Fig・3-20. Yearly changes of sardine egg production (above) and spawning p印 ods(below) in the area 

from Kumanonada to Kashimanada during 1950 to 1987. In the lower case, white circles indi-

cate observed spawning months and solid circles show major spawning months. Referred after 

the data of the Marine Resources Division of the Tokai Regional Fisheries Research Laboratory. 

(2）太平洋岸域における産卵量の経年変化（1978～1987年）

本邦太平洋岸域の薩南一鹿島灘における産卵量は水産庁の200海里水域内漁業資源調査の中

の「卵稚仔集中調査」の結果を，東海区水産研究所と南西海区水産研究所によって集約計算し

て得られたものである（森ほか， 1988; Fig.3-21）。

太平洋岸域における産卵量は附年代前半から間年まで増加傾向に4ったと推定されるが，
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1979年に約450兆粒に半減してこの期間では最も小さい値を記録した。 1980-1983年のそれは

ほぼ横ばい傾向を示した後，産卵量は増加に転じ， 1986年には薩南海域と黒潮流域における産

卵強度が大きくなったために急増し，約8,900兆粒の極大値を示した。 1987年の産卵量は

1984・1985年並に減少したが，依然として高い水準を保持している。

太平洋岸域を薩南，日向灘一紀伊水道，熊野灘ー鹿島灘の 3海域に分けてみると， 1978年以

降の薩南海域の産卵量は概して増加傾向を示し，太平洋岸域のそれと類似している。薩南にお

ける産卵は1976年に顕在化して以来年々産卵強度を増し，薩南海域に太平洋岸域における主産

卵場が存在することを裏付けている。そして，その経年変動は他海域よりも大きく， 1982年以

降隔年変化がみられる。しかしながら， 1978-1982年には主産卵期である 3月のデータが欠如

しているために，産卵量は過小評価になっていると考えられる。
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潮岬以西の日向灘～紀伊水道における産卵量は1978年以降漸増し， 1984年以降急増して他海

域と同様に1986年に極大値に達した。 1983年以降の産卵量の増加は黒潮主流域における産卵強

度の増大に依存しており，特に1985-1987年の黒潮域のそれは沿岸域のそれを凌駕している。

しかし，沿岸域の産卵量も横ばい，あるいは，漸増傾向を示している。

潮岬以東の熊野灘ー鹿島灘における産卵量は1978年以降減少し，他の 2海域と比較して逆の

傾向を示した。 1982年には最低の産卵量を記録したが，その後他の 2海域と同様に増加した。

1983年以降の増加現象は主に黒潮主流域の産卵に起因するものであり，沿岸域の産卵強度は

1983年以降ほほ横ばい傾向にあり，低水準である。

5.産卵期

(1) 太平洋岸域における産卵期の経年変化（1978～1987年）

薩南海域の産卵期は 1～5月にあり，主産卵期は 2-3月にあって，その盛期は 2月下旬－

3月上旬頃と推定される（Fig.3-21）。経年変化によると，主産卵月は1983年から遅れる傾向

にあり，特に1986年以降には 2月から 3月へと遅れている。

潮岬以西の日向灘一紀伊水道における産卵期は10-7月の長期にわたり，主産卵期は11-3 

月に出現し，その盛期は 2月中心である（Fig.3-21）。この海域の産卵期の特徴は11-12月と

2月に 2つのピークを示すことである。通常， 2月の方が産卵強度が大きいが， 1982と1984年

は11・12月に主産卵月の出現した特異な年であった。これらのことは，この海域において従来

「足摺系群」と呼ばれていた（伊東， 1961）早期発生群の存在を示唆している。経年変化によ

ると，主産卵月が1982年頃を境に 1-2月から 2-3月に遅れる傾向を示している。

潮岬以東の熊野灘一鹿島灘における産卵期は10～8月の長期にわたり，主産卵期は 2-4月

に出現し，その盛期は 3-4月である（Fig.3-21）。 1950年からの経年変化によると，資源の

低水準期には産卵盛期は 4-5月で4月を中心に，逆に高水準期には 2-4月で3月を中心に

存在する。産卵盛期は1983年以降早くなる傾向があり， 1985と1986年には黒潮主流域に主産卵

場が形成されたこともあって， 2月に産卵盛期があった。

太平洋岸域をーっとしてみた近年の資源増大期から高水準期における産卵期は10-8月にわ

たり，ほほ年中どこかの海域で産卵があるという状況を示している（Fig.3-19）。主産卵期は

2～3月であり，その盛期は 2月で，主産卵場は薩南一紀伊半島沖の黒潮主流域にある。経年

変化によると，主産卵期は1986年以降 2月から 3月に遅れる傾向が明白に認められる

(Fig.3-21）。この調査期間は資源増大期から高水準期に相当しており，その時の特徴を示すと

考えられ，資源の低水準期と異なる現象と考えられる。

「足摺系群」の棲息する四国周辺海域に伊東 (1961）のいう「太平洋系群」が紀伊半島沖を

東から西へ移動回遊することは漁況情報から確かであるが，両系群の主産卵期のずれと多国産

卵の関係がどのような組合せで生ずるのか，また，どこまで南下するかについては不明であり，

混合の可能性については将来の検討事項として残されている。

(2) 日本近海における産卵期

伊東（1961) は1950年代の組織的な産卵調査結果に基づく資料を整理し，日本近海における

産卵場の産卵期と産卵水温を示した（Fig.3-22）。そして，この期間はマイワシ資源の長期変

動の中では減少期一低水準期に相当し，産卵強度は太平洋岸域よりも対馬暖流域で大きく，特
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に能登近海における産卵の割合が大きかったこと，主産卵場が能登近海，山陰沖一九州北西域，

日向灘～豊後水道，房総沿岸域に分離されている特徴があったこと，そして，男鹿半島近海で

は1956年頃から，石狩湾では1954・1955年に産卵が認められたことを報告した。さらに，資源

の低水準期である1950年代の日本近海における産卵場の移動についてのべ，産卵は， 12月に山

口県沿岸域および日向灘で始まり， 1-3月（ 2 -3月盛期）には九州周辺海域で行われるこ

と，季節の進行につれて産卵場は北遷して， 4-5月には日本海中部域と遠州灘ー房総沖海域

に， 5-6月頃には日本海北部域に移り， 6月中旬には日本近海における産卵は終了すること，

日本近海の主産卵期は12-6月であり，南部域で早く始まり，順次北方へ移るにつれて遅くな

り，北部域の産卵期間には短くなる傾向があることを示した。内田・道津（1958）の対馬暖流

調査結果によると，九州海域では11月と 7・8月に，日本海中一北部域では 6・7月にも卵と

仔魚が採集されており，伊東（1961）の知見に加えると対馬暖流域の産卵期は11-7・8月に

あるといえる。

一方， Nakai (1962 a）は資源の高水準期であった1936-1941年の産卵調査結果による卵の

1・・ 5 
u-m 
14・17・c

130 135 140 145 E 

・40 

35 ．ヘ－~） 2-5 _ fil-IV 
,・ . 14-17・c

30 

Fig.3-22. The spawning periods and spawning temperatures in the spawning grounds around 

Japan in the 1950’s. 

Arabic numerals indicate spawning months and the Roman ones indicate major 

spawning months. Modified partly貨omIto (1961). 
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分布結果から，日本近海の産卵場と産卵期を図示した。それによると，主産卵期は薩南海域で

は2～ 3月，日向灘一紀伊水道では 2-4月，熊野灘・伊豆近海・房総海域では 3～ 5月，九

州北西岸域では 1-4月，山陰沖では 4-5月，能登近海一秋田県沖では 5～ 6月，津軽海峡

では 5-6月にあった。そして，薩南海域の産卵期における表面水温は18-20°Cであると報

告した。

総じて，資源の高水準期と低水準期における産卵期間と主産卵期はほほ類似しているが，こ

の産卵期は最近の太平洋岸域の産卵盛期（Fig.3-19）と大差ないことがわかる。

産卵時期は黒潮あるいは対馬暖流の上流域で早く，下流域で遅い傾向があり，上下流域にお

ける産卵盛期のずれは黒潮域では約 2ヶ月，対馬暖流域で、は約 3ヶ月である。日本海の産卵期

は太平洋岸域のそれよりも約 1ヶ月遅い傾向があり，これは主に水温差によると考えられる。

伊東（1961）は戦前の資源の高水準期と1950年代の資源の低水準期における産卵期の聞に大

きい相異を認め得なかった。しかし，熊野灘一鹿島灘における1950-1987年の38年間の長期変

動（Fig.3-20）によれば，資源の低水準期 (1950-1960年代）の産卵盛期は 3-5月（ 4月中

心）であるのに対して，資源の高水準期（1970・1980年代）のそれは 2-4月（ 3月中心）に

あり，約 1ヶ月の差があることが明白である。また，両水準期においても， 1ヶ月位の産卵月

の変動がしばしば生ずることは明らかであり，さらに資源の低水準期には，四国周辺海域にお

ける11-12月の産卵が目立つ現象であることも明らかとなったO

6.産卵環境

マイワシの基本的な生物特性である産卵は，成熟過程と産卵環境に規定され，産卵強度（産

卵量，産卵回数），産卵場，産卵期，産卵水温などの属性で表現される。

(1）産卵水温

資源の豊度によって変化する産卵水温の経年変化傾向から産卵水温の海域特性を検出するこ

とを主な目的として，産卵水温の経年変化の特徴および資源の高水準期と低水準期における産

卵水温について検討した。

1) 資料と方法

1971-1984年 1-3月に本邦太平洋岸域（薩南一鹿島灘）における東海区水産研究所資源部

による蒼鷹丸の産卵調査に基づくマイワシ卵の同定結果と BT・DBT・ STD • CTDによって測

定された水温資料を使用した。魚類プランクトンは丸中A’ネット（口径60cm）の150m （ワ

イヤー長）から表面までの鉛直曳採集によって得られたO マイワシ卵は標本から選別され，顕

微鏡下で8段階に分けて計数した。産卵水温とは産卵時の環境水温という意味であり，産卵時

に最も近接している発生前々期（Aa）卵の出現を産卵の指標として使用した。そして，同一

測点で測定された水温資料から，マイワシ卵の主分布層である 0-100 mの5層（0' 20, 50, 

80, 100 m深）の水温を単純平均した水温値に，発生前々期（Aa）の出現卵数を加重平均して

算出した水温値を産卵水温と定義した。

2) 産卵水温の経年変化（Fig.3-23)

太平洋岸域を薩南海域，日向灘一紀伊水道，熊野灘ー鹿島灘の 3海域に分けた。

薩南海域の産卵水温は 3海域中最も高く 1971～ 1976年には日向灘一紀伊水道におけるそれ

とほぼ同じであった。 1977年以降産卵水温は上昇し， 1979～ 1981年には平均水温が約20°Cと
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Fig.3-23. Yearly changes of the spawning temperature in the main spawning months during 1971 to 1984 

along the Pacific coast of southern Japan. 

Solid circles (Satsunan area), triangles (Hyuganada to Kii Channel area) and the cross (Kuma-

nonada to Kashimanada area) indicate averaged spawning temperature. And bar lines indicate 

the ranges of spawning temperature and squares indicate water temperature by lC which eggs 

occurred most abundant. 

なり最も高くなった。そして1982年以降，平均産卵水温は18°C台に低下した。

日向灘～紀伊水道における産卵水温は1977・1982・1983年には低下したが， 1981年と1984年

には黒潮主流域における産卵が認められたために， 18・19℃台の最多卵出現帯が生じ，特に

1984年の産卵水温は上昇した。

熊野灘ー鹿島灘における産卵水温は 3海域中最も低く， 1972年の鹿島灘における11℃台の

少数産卵の例外を除けば，平均産卵水温は15°C台に多く出現した。平均産卵水温は1973・

1979年にやや高く（l6°C台），日向灘一紀伊水道と同様な傾向にあったのに対して， 1980・

1984年には14°C台とやや低くなった。

3) 日本近海における産卵水温の海域特性

資源の増大・高水準期における太平洋岸域の産

卵水温は11-21°Cの範囲にあり，主産卵水温は

15～19°Cとみなすことができる。そして，産卵

水温は黒潮の上流域で高く，下流域で低いという

傾向がある。このことは，伊東（1961）が1950年代の資源の低水準期の資料から日本近海にお

ける産卵特性についてまとめ，日本近海における産卵水温は10-20°cの範囲にあり，黒潮あ

るいは対馬暖流の上流域で高く，下流域で低い傾向があり，同じ産卵時期を比較すると，太平

洋岸域で高く，日本海で低いという地理的な特徴があると述べたことと一致する。

資源の高水準期には薩南海域に産卵場が形成される特徴があり，そこの産卵水温は産卵場の

中では最も高く，主産卵水温は約17-21°Cである。これは，戦前の大漁期にも薩南海域の産

海 域 産卵水温 主産卵水温

薩 南 16-21°C 17～21°C 

日向灘一紀伊水道 14-20℃ 15～19°C 

熊野灘ー鹿島灘 11～19℃ 13-17。C

太平洋岸域 11-21℃ 15-19℃ 



122 黒田ー紀

卵水温は18-20°Cであったこと（Nakai,1962c）とほぼ一致する。

日向灘一紀伊水道の産卵水温は太平洋岸域の中では14-20°C （主産卵水温： 15-19°C）の中

間的な範囲にあり，マイワシにとって好適な産卵環境にあると考えられる。

熊野灘ー鹿島灘における産卵水温は12-19°C （主産卵水温： 13-19℃）の範囲にあり，太平

洋岸域では低水温域における産卵がみられる特徴がある。特に鹿島灘では，低水温が出現する

年が多く，かつ水温環境の変動が大きいために，産卵場としては不安定な海域であると考えら

れる。

4) 資源の高水準期（1980年代）と低水準期 (1950年代）における産卵水温の比較

太平洋岸域の日向灘ー鹿島灘における両期の主産卵水温はほぼ同じであるが，高水準期には

薩南海域や黒潮主流域に主産卵場が形成されるために潮岬以東海域では18°C台，以西海域で

は19・20°C台の産卵水温が出現する特徴がある（Fig.3-24）。

Water Temperature ( °C) 

1 0 15 20 

Kashimanada,.,_Kumanonada JL/ ／パ）（）φ0くXXXXV／／パ

－ーーーー『
Kii Channel,.., Hyuganada V ／。く）（）（）くJ>O<XXV/I 

Satsunan area VパXXXXXXXXI

Pacific coast I//// //V /IXXXXXXX河／／／/I

Fig.3-24. Comparisons of spawning temperature between in the high-level stock period and the low-level 

stock period of the Japanese sardine along the Paα白ccoast of southern Japan. Cross parts indi-

cate main spawning temperature. 

伊東（1961）によると，対馬暖流域における低水準期の産卵水温は日本海西部域および九州

北西域では約14-17℃，日本海中部域では約12-15°C，同北部域では約13-16°Cである。し

かし，高水準期における資料が得られず，対馬暖流域における両水準期の産卵水温の比較はで

きなかった。

(2）産卵塩分（Fig.3-25)

1980年一1984年 1-3月の産卵調査結果に基づいて，マイワシ卵（発生前々期卵）の同定資

料とサリノメーターで測定した表面塩分の資料を用いた。水温と同様に，表面塩分値に発生

前々期（Aa）の出現卵数を加重平均して算出した塩分値を産卵塩分と定義した。

薩南海域の産卵塩分は 3海域中最も高く， 34.6～ 34.9%。の範囲にあり，卵は34.6-34.8%。

台，中でも高い方に主に出現した。日向灘一紀伊水道における産卵塩分は34.2～34.9%。の範

囲にあり，卵は34.5～ 34.8%。台に主に出現した。熊野灘一鹿島灘における産卵塩分は 3海域
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Figふ lS. Yearly changes of the spawning salinity along the Pacific coast of southern Japan during 1980 

to 1984. 

Solid circles indicate Satsum通narea, triangles indicate the area from Hyugam五dato Kii Channel 

and the cross indicates the area from area Kumanonada to Kashimanada. Bars indicate the 

range of spawning salinity and squares indicate main spawning salinity by 0.1 %0・

の中ではやや低く， 34.1-34.9%。の範囲にあり，卵は主に34.7%。台に出現した。

太平洋岸域全域でみると，産卵塩分は34.1-34.9%。の範囲にあり， 34.7と34.8%。台で産卵

強度が大きかった。

(3）卵の出現と水温・塩分環境

Nakai and Hattori (1962）は1949-1951年日本近海の産卵場における発生初期卵の出現と表

面水温と塩素量から，水温11.l～ 19.1℃（13-16°C適水温），塩分33.06 -35. 04 %。（適塩分

33.42～ 34.69%。）をマイワシの産卵環境とした。また，平本（1980）は，房総海域における

マイワシ卵は水温14.7～ 20.3°C，塩分34.1～ 34.7%。の水帝に分布し，マサパやカタクチイワ

シよりも狭温・狭塩性であると報告した。そして，長田ほか（1986）は1984年山陰沿岸域の卵

分布から，マイワシの産卵環境として水温12.5～ 13.5°C，塩分34.4-34.8%。を示した。

今回得られた太平洋岸域の 3海域の産卵水温・塩分と既往の結果を Fig.3-26に比較した結

果，総じて，マイワシの産卵環境は水温13-21°C，塩分33.4-34.9%。，現場密度24.2-26.4

の範囲にある。これらの結果は広い範囲にわたっているが，産卵時期と産卵海域を限定すれば，

産卵環境はより狭い範囲に収束することが示唆される。

(4）卵の発生水温とふ化時間

Ahlstrom (1954）は，カリフォルニアマイワシの水温とふ化時間の関係を次式で示した。

log T=2.67-0 .0558 0 T ：水温 θ：ふ化時間

伊東（1958）は，能登近海におけるニホンマイワシの卵の各発生段階の出現と現場の10m 
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Fig.3-26. Relationships of sardine egg distribution and water temperature-salinity. Numerals 

in the figure indicate in situ density of sea water. Oblique and horizontal lines indicate 
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broken line: Satsunan area, solid line (square): Hyuganada to Kii Channel, dotted line: 

Kumanonada to Kashimanada, ,chained line: area off Boso Peninsula (after Hiramoto, 

1980), solid line (rectangle): area off San'in District (after Nagata and others, 1986) 

層水温資料から，ふ化時間と水温の関係を次式として求めた。

log T=l. 7400 0.05708 0 T ：水温 。：ふ化時間

そのほか，小林 (1944）は卵のふ化実験を行い，水温20°Cで約40時間のふ化時間であること，

中井（1950b）は水温15.2, 17.5, 20.3℃で各々85, 58, 34時間前後でふ化すること，また

早野（1953）は14～ 15℃で72～ 80時間でふ化することを報告した。

渡部 (1983）は受精後ふ化までの所要日数を次式で求めた。

17 21915 
d =9.8619×lO 1'exp Z--・ (T +273.16) 

d：ふ化日数

T：卵数加重平均水温

7.考察

(1）産卵水温と塩分

マイワシの産卵は成魚の生殖行動によって成立するもので，通常夜間（夜半前）に行われる

（伊東ほか， 1954）。この報告では産卵時から距離的にも時間的にも近接している発生初期卵の

出現水温を産卵時の水温とみなした。したがって，成魚の産卵水温および卵の発生水温は発生



マイワシの再生産過程 125 

初期卵の出現水温と近似するけれども，成魚の飼育実験や人工受精による卵と仔魚の発生実験

によって直接的に確かめられるべきものであろう。

Lasker (1963, 1964）はカリフォルニアマイワシの卵を飼育した結果， 13°C以下の水温で

は卵はふ化しである程度発生するが，下顎が形成されず眼色素も着色しないことを見いだし，

13℃が仔魚発生の下限水温であり， 13-21°Cで卵が正常発生することを明らかにした。この

指摘は重要であり，卵の発生と水温の関係は卵期のみでなく仔魚、期を含む発生の観察が必要で

あることを示している。

以上の既往の報告は著者の結果とほぼ一致し，ニホンマイワシの産卵水温は11-21℃の範

囲内にあり，太平洋岸域では15-19℃，対馬暖流域では13-16℃が主産卵水温帯であると推

定される。産卵水温は海域と産卵時期および年によって変化するが，時期を限定すればより狭

い範囲になると考えられる。カリフォルニアマイワシ卵の発生水温（13～ 21°C）は北太平洋に

棲息する同属の近縁種であるニホンマイワシとも類似している可能性もある。

1979-1981年には，薩南海域における主産卵水温帯が20°C台，また卵数加重平均水温は約

20°Cとなり，産卵水温はこの調査期間で最も高くなった。このような高い産卵水温は戦前の

豊漁期にもみられ， 1936-1941年の薩南海域における産卵期の水温は18～ 20°Cであったこと

が知られている（Nakai,196 2c）。このような高温水帝における産卵は沿岸域の産卵場におけ

る産卵成魚群の魚群密度が大きくなり，高温域である黒潮主流域に移動回遊して産卵が行われ

たためと考えられる（黒田， 1987a）。 1982年以降の薩南海域における産卵水温はl8°C台に低

下した。この産卵水温の低下の原因は1982年には産卵場の水温の低下により， 1983・1984年に

は産卵盛期の遅れのために調査時期の産卵強度の減少と産卵域が沿岸域に限られたことによる

と考えられる。南西海区水産研究所による 2-3月の産卵盛期における調査結果によれば，実

際には黒潮域にも広く産卵がみられているので， 1983と1984年の産卵水温は1979-1981年の産

卵水温と同じ位かやや高い位の結果になると推定される。薩南海域における産卵水温の上限水

温（21°C）は同時にマイワシの産卵や初期発生の上限水温でもあり，マイワシ卵の発生の上限

臨界水温が21℃台付近にあることを示唆している。薩南海域の産卵期における冬季の黒潮の

最高水温が経年的に20-23°Cの聞を変動するので，黒潮の影響の大きい薩南海域では年に

よっては22°C以上の水帯が出現する。したがって，水温は薩南の産卵場の消滅過程における

重要な規定要因になっていることが示唆される。

一方，産卵と卵発生に係わる塩分濃度の影響に関する知見は少ない。 Walford (1946）は

1934-1941年のカリフォルニアマイワシの発生年級群の強度と 6-7月の平均表面塩分の関係

について調べた結果，両者には極めてよい相聞があり， 33%。台の範囲内において塩分が高い

年には仔魚の生き残りがよく，逆に低い年には不良であるとし，生残りに対する塩分の影響を

示唆した。さらに， Nakai (1966）はニホンマイワシの人工受精卵の飼育実験を行い，通常の

卵分布域の塩分濃度よりも塩分が1/2の濃度の水の時，ふ化率，成育率，生残率が高い結果を

得て，低塩分水が卵から仔魚の発生初期における生き残りによい影響を与えることを示唆した。

実際には，太平洋岸域の冬季における表面塩分の分布は海域による差が小さいことから，産卵

環境要因として水温ほど影響を与えていないと考えられるが，上記の 2つの報告は卵・仔魚の

発生と生き残りに対する塩分の寄与があることを示唆している。したがって，卵・仔魚の発生

と塩分濃度の関係を今後検討することが必要である。
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(2）産卵場の形成と移行に関する要因

太平洋岸域におけるマイワシの産卵場は，巨視的にみれば，鹿島灘ー薩南海域の沿岸域に形

成され，主産卵場は土佐湾，日向灘，紀伊水道，伊豆諸島域，薩南海域などに特定される。し

かし経年的にみれば，主産卵場は数年毎に移動しており，特に最近では過去に記載のない黒

潮主流域で、も産卵することが明らかになり（黒田， 1986a），黒潮主流域は1985年以降薩南海

域とともに主産卵場となっている。主産卵場が特定な海域に形成されたり，また経年的に持続

することはマイワシの回帰習性の存在の可能性を示唆するものであるが，これを実証すること

は現在のところ困難である。

また，マイワシの成魚は産卵期に 2-3回産卵を繰返すことが卵巣の観察から推定されてい

る（Nakai,1962b；石田ほか， 1959）が，各回の産卵が同じ海域で行われるのか，あるいは

異なる海域に移動し行われるのかはマイワシ産卵場の形成と移行を考えるうえで興味ある問題

として残されている。

産卵場の形成の条件には 産卵のため移動回遊する成魚の群形成が必須条件であり，資源の

低水準期から増加期には主産卵場の移行の前に規模の大きい魚群の移動が生じている事例が多

い（前出）。

経年的な産卵場の形成は持続する場合と移動する場合があり，それには次のような要因を考

えることができる（Fig.3-27）。産卵場が経年的に持続する場合，生物要因としては回帰性，

環境要因として環境の安定，すなわち，黒潮流路の持続や適水の存在を指摘できる。一方，産

卵場が移動する場合，生物要因として種内種聞の魚群密度及ぴ生活年周期の遅速，環境要因と

して環境の変化（不安定），すなわち，黒潮流路の変動と産卵場水温の平年偏差の大小などを

考えることができる。いいかえると，資源量水準が高くなり，魚群が多くなると密度効果に

よって押出し現象が生じ，さらに生活年周期の早まりによって南下移動が促進され，産卵場は

南下する。また，黒潮流路に変化が生ず、ると，水塊配置の変化に応じて餌分布や環境条件が変

化するため産卵場は南北偏する。さらに，水温の暖化する時には，産卵場は停滞か北偏し，冷

水となる時には南偏する。

マイワシ資源の増加期において代表的な黒潮流路型 3型（A ・N ・C）に対応する産卵場の

形成・移行の関係を概括すると，産卵場はA型流路期には拡大・持続， C型流路期には縮小・

南偏， N型流路期には拡大・持続・南偏の傾向がみられる（黒田， 1988）。

一般に，マイワシの好適産卵場は成魚の餌条件がよく，かっ産出される卵仔魚の生き残り条

件のよい所に形成されると考えられる。これらを満足する海域としては，生物環境的には捕食

者の少なくて餌条件のよい海域，すなわち生物生産の高い海域，すなわち，従来の海洋学的知

見によれば，｛勇昇域や渦流域および前線域などである。しかしこれらの海域では同時に捕食

生物も多く捕食圧が高いと考えられる。具体的には，太平洋岸域におけるこれらの条件の成立

には，この海域の海洋環境に主に関与している黒潮およびその変動の寄与を考慮せねばならな

、、。
産卵場の形成と移行は餌生物の分布や変動，すなわち，低次生物生産過程を介在して黒潮流

路の変動，すなわち，海洋環境の安定性と深く関係している可能性がある。いいかえれば，黒

潮流路の変化に伴い水塊配置と流系が変化すると，低次生物生産の特性も変化し（後出；黒田，

1985 a），卵仔魚、期の生き残り条件や産卵場の形成に影響を与えることが示唆される結果が得
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MIGRATION OF ADULT FISH 

FORMATION OF SPAWNING GROUNDS 

Factors in case of continuing grounds Factors in case of shifting grounds 
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Fig.3-27. Some factors concerning with the formation of sardine spawning grounds. 

られている（渡部， 1982; Hara and Watanabe, 1987）。また，黒潮流路の変動の海域特性と

しては，マイワシの主産卵場となる日向灘一紀伊水道では通常接岸型の黒潮流路が卓越するた

めに海洋環境は安定しているが，薩南海域や熊野灘～伊豆諸島海域では黒潮流軸の変動幅が大

きく，海洋環境は不安定であるために産卵場の形成は厳しい条件下にあると推定される。

黒潮が接岸型流路を示す時，すなわち，直進型（N型）期と潮岬以東海域における大蛇行型

(As型）期には，産卵強度は増大し，産卵場は拡大して産卵場の形成は好条件下にあったと推

定されている（渡部， 1982）。これは，黒潮が接岸型の場合に，水塊配置の変化を生ずるよう

な黒潮変動が少ないこと，黒潮系水の暖水効果によって産卵や低次生物生産を刺激し活発化さ

せること，黒潮前線の小渦流や前線渦による鉛直方向の栄養供給があること，黒潮前線の引込

み作用によって沿岸水をとりこむため水平方向の栄養供給や生物種の散布を惹起すること，黒

潮内側の沿岸水が持続的に生成されて，沿岸性種による低次生物生産が高まることに起因して

いると考えられる。

(3）資源量水準による生物特性の変化

川崎（1989）はマイワシの生物特性として次の 4点を指摘している。

①漁獲量（資源＝生物量）の変化幅が大きい

② 分布域の拡大・縮小が大規模に生ずる

③ 魚類は通常動物食であるが，マイワシは植物性食魚類である

④ 回遊型・生活型が大きく 2つに変化する

このような個体数変動が大きく，生息密度の極端な変動に対応して生活様式を変化させる現

象を相変異性と呼ぴ，動物では昆虫（特にバッタ類と鱗麹目）で知られている現象で，マイワ

シもこの特徴を持っているとしている（川崎， 1989）。

マイワシが種個体群の密度によって生活様式（生活型）を変化させることを指摘したものに
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は次の報告がある。その中で，平本（1981, 1985）は生活型を 2型あるいは 3型に分けて説明

した。すなわち，平本 (1985）はマイワシ太平洋系群の資源量に伴う生態的分化とその特徴に

ついてまとめ，資源量水準を 3つの水準期，すなわち，①低水準期 (1965-1972），①中水準

期（1960-1962, 1972-1980），③高水準期（1980- ）に分けて，各水準期における産卵

場・分布域・回遊園・成熟年齢などに明白な差があることを具体例をあげて指摘した。

また，伊東（1988）によると，マイワシはその豊度によって次のような生物特性を変化させ，

個体群密度の調節を行っていると述べている。 1)分布域の拡大・縮小，系群聞の交流の有無

2）産卵場の拡大・縮小 3）成長の良否 4）成熟年齢の早まり・遅れ（ 1年魚← 2年魚→ 3年

魚） 5）産卵数の増滅的卵質の良否ワなど

さらに，渡部（1987, 1988）は，マイワシの系群構造が資源量水準や資源の増加期・減少期

によって変化することを指摘した。すなわち，資源の低水準期には太平洋岸域と東シナ海一日

本海に 4系群が存在し，ある程度の系群聞の移動交流のあった状況（伊東， 1961）から，資源

量の増加に伴い沿岸田遊型から沖合広域回遊型へ生活型が変化し，系群の移動交流範囲が拡大

し，マイワシ個体群には太平洋系（黒潮系）と東シナ海・日本海系（対馬暖流系）の 2系統が

存在するようになるとの考え方を示した。

マイワシ資源の高水準期と低水準期における生物特性の変化について，本報告で得られた結

果と既往の知見をまとめて具体的に整理した（Table3-3）。

分布域は資源量水準によって著しく相異しており，資源の高水準期に拡大し低水準期に縮小

する。資源の低水準期の分布範囲は九州，四国，山陰などを主とした北海道南部以南の日本近

海域である。一方，資源の高水準期には，分布の北限はカムチャッカ東岸，東限は西経170度

付近にまで拡大し，南限は薩南海域，西限は東シナ海に広がる。対馬暖流域の日本海にはマイ

ワシはほぼ全域に出現し，オホーツク海にも分布する。分布域の拡大は，産卵域の拡大もさる

ことながら，沖合域における回遊量の増加による回遊範囲の広域化，すなわち，主に北太平洋

における索餌域の北偏沖合化に起因している。対馬暖流域では日本海北部域やオホーツク海に

おける成魚索餌群の出現により，そして黒潮域では北西太平洋の沖合域における O年魚や未成

魚の索餌群の出現と成魚群の道東から千島一オホーツク海および千島沖（太平洋岸）への出現

によっている。しかしながら，例えば，道東の成魚群は薩南海域まで産卵回遊するかどうかな

どの回遊群の回遊範囲の実態についてはよくわかっていないのが実状である。

沿岸域を中心に産卵場の存在する資源の低水準期には，黒潮に依存する分散の割合も小さく

小回遊群が形成される。一方，産卵量が多くなり，産卵場が薩南海域や黒潮主流域に形成され

る資源の高水準期には，黒潮に依存する卵・仔魚、の分散と成魚、の回遊が増大し，大田遊群が形

成される。また，資源の高水準期の特徴として，索餌北上群の一分派で回遊への移行の遅れた

群である越夏群が房総沖ー鹿島灘の海底付近に分布することが知られている（平本， 1985）。

系群聞の混合については，資源の低水準期には混合は生起しにくく，混合があっても対馬暖

流系の九州系群と能登系群問であり，そして黒潮系の足摺系群と太平洋系群聞である。一方，

資源の高水準期には黒潮系と対馬暖流系との問の混合が日本近海の 3海域で発現し，資源変動

に関係して重要な意義をもっと考えられる。

成長は資源の高水準期には悪く，低水準期によい。その結果，資源の高水準期には成熟年令

が高くなり，成熟年齢はH年から四年に遅れる。近年の例では， 1980年級の成長が著しく悪く，
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Table 3-3. Biological characteristics of the Japanese sardine at the high and low stock levels. 

1 ) The summering schoals near the bottom off Boso Peninsula and Kashimanada (after Hiramoto, 

1985). 

2) Main spaw凶nggrounds are formed in Satsunan area and the Kuroshio current area at the high 

stock level. 

3) Northward shifts of the spawning grounds were remarkable in the Tsushima Warm Current are 

from the 1940’s to the 1950’s. 

4 ) Four main spawning grounds were formed around Japan at the low stock level. A main spanw・

ing ground on the Pacific coast was formed around the Shikoku Island 

5 ) In the sea from Kumanonada to Kashimanada, main spawning season is from February to April 

(mainly, March) at the high stock level and on March to May (mainly, April) at the low stock 

level. 

Biological Characteristiαj High Stock Level Low Stock Level 
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産卵がE年魚から田年魚、になったことが知られており（渡部， 1987；和田， 1988），さらに，

戦前の大漁期にも皿年魚の体長の低下したことが同様な例として報告されている（Nakai,

1962a）。和田（1988）は道東海域における1976～ 1978年級と 1980・1981年級の成長を比較し

た結果，前者は後者より成長がよく， 1980年級以降の年級群は1970年代の年級群と比較して成

長が悪化していることを示唆した。一方，資源の低水準期にはI年魚、で，その中間の資源の増

加期と減少期とではふつう H年魚、で成熟する（平本， 1985）。マイワシの成長と成熟は索餌期

における栄養状況とその蓄積によって規定され，成長や成熟年齢のみならず，年齢別の成熟率

（雌 1尾当りの産卵数）や 1産卵期における産卵回数も変化すると推定されている。

マイワシの産卵数と産卵回数については，資源の低水準期の例として，岸上（1907）は 3年

魚の卵巣内の苧卵数が5.0-8.4万粒であること，そして中井ほか（1955）は 3～ 10万粒の苧卵

数であると報告した。さらに， Nakai (1962 b）は 2-3回にわけで 4-12万粒産卵すること，

そして石田ほか（1959）は 1産卵期に少なくとも 2回産卵し，一部の個体は 3回以上産卵する

可能性があると述べた。そして，伊東（1961）は体長と卵巣内卵数（卵経0.8mm以上）の関

係を logN=O. 7171L+2.9284 (N：卵数， L ：体長）の式で求め，卵数は体長17cmで15×

103粒， 22cmで32×103粒の範囲であることを示し，現在の産卵成魚量の算出の基礎の式を作
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成した。 Clark(1934）はカリフォルニアマイワシについて，産卵期に 1個体につき10-20万

粒の卵が放出されるが，卵巣卵の1/3-2/3は未放出のまま残り，産卵期後再吸収されることな

どを報告した。最近， Matsuuraet al. (1989）は九州系群の字卵数を調べ， E年魚、で2.7×103

粒，皿年魚、で30.4×103粒としている。しかし，両水準期を代表するような知見としては不足

しており比較できない。

産卵特牲についてみると，資源の低水準期における主産卵場は能登近海，北九州沿岸～山陰

沿岸域，日向灘ー土佐湾一紀伊水道，伊豆諸島一房総沖海域の 4海域に認められ（伊東，

1961），産卵量は減少し，産卵期は遅くなる傾向があり，かつ産卵水温は低い傾向がある。一

方，資源の高水準期には産卵量は増大し，産卵期は早くなって 2-3月となり，主産卵場は産

卵強度の増大に伴って拡大し南偏して薩南海域や黒潮主流域に形成される。そのため，産卵

水温は概して高くなる。
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第 IV章再生産過程における生残（減耗）と加入の実態およびそれらの評価

（目的と資料）

マイワシは， O年魚時代にシラスやヒラゴ（稚幼魚）として一部漁獲対象になることがある

けれども，本格的に漁獲対象資源として利用されるのはI年魚になってからである。再生産過

程とは，本来，親子関係を含めた加入までの過程をさすのであるが，ここでは，産卵から漁業

資源として加入する I年魚に達するまでを再生産過程と定義し，その中で卵期から卵黄吸収時

を中心とした後期仔魚、の初期までを初期生残過程，その後の後期仔魚期の後期から稚魚期の0

年魚時代を加入過程として分けた。初期生残過程における生残の実態を知るために，卵期

(ET），前期仔魚期（LAT), 10 mmまでの後期仔魚期（PLT）における分布量（ 1日当り）の

比をとることによって，ふ化時（LAT/ET）と卵黄吸収時（PLT/LAT）およびふ化時と卵

黄吸収時（PLT/ET）における移流や逸散などを含むみかけの生残指数を算出した。

この章の目的は卵期・仔魚期・稚魚、期（ 0年魚） . I年魚の現存量を把握し，かつそれらの

生残の実態を検討することにある。初期生残過程における実態の把握は東海区水産研究所の産

卵調査と水産庁の200海里卵・稚仔集中調査の資料によっている。加入過程の各発育段階にお

ける現存量の把握は，現在のところ，適当な採集具が未開発のために漁業情報に依存しており，

必ずしも適確な情報とはいいがたい面がある。そこで，シラス期については，太平洋岸域にお

ける代表的なシラス漁場である日向灘沿岸域（宮崎県），紀伊水道（和歌山県），遠州灘～渥美
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外海（愛知県・静岡県）における情報，また，稚魚、期（ 0年魚）については，道東海域，相模

湾（神奈川県），伊勢湾（愛知県），大阪湾（大阪府）の漁獲情報から，それらの経年変化とそ

の特徴を調べた。そして，ソ連の TINROによる三陸・北海道沖の亜寒帯域における幼魚調査

の情報についても付加して検討した。さらに，漁業資源として加入後のI年魚の動向を，道東

海域，三陸沖（宮城県），鹿島灘（千葉県）の漁業情報をもとに検討して評価した（Fig.4-1）。

132 

1.初期生残過程の実態

(1) 卵・前期仔魚・後期仔魚の分布量の経年変化

資料： 1971-1980年については，東海区水産研究所の「蒼鷹丸」による 1-3月の産卵調

査の結果を使用し， 1978-1988年については，水産庁の200海里卵・稚仔集中調査の毎月の産

卵調査資料を用いた。このため，両期間では海域，浪lj点数に相違があり，前者の期間の単位は

卵と仔魚の分布量を，後者の期間のそれは卵と仔魚の l日当りの存在量を使用したため単位に
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も相違があるが，概略の分布量の変化傾向は類似しており，連続資料とみなして検討した。

1) 薩I有一紀伊水道

1970年代における卵の分布量は1974-1976・80年にやや多く， 1972・77・78年にやや少な

かったが，総じて，横ばい傾向で推移した。前・後期仔魚量は卵の分布量とやや異なる変動傾

向を示し， 1971・73・75・78・79年に多く， 1972・74・77年に少なかったが，概して漸増傾向

で経過した（Fig.4-2）。 1978～ 1988年における卵の分布量は概して増加傾向を示すなかで，

1979・83・87年の減少および1986年の増加が日ずーった。前・後期仔魚量は概して増加傾向を示

したが，前期仔f~lでは1979 ・ 84 ・ 85 ・ 87年の減少と 1981-1983 ・ 1986年の増大，後期仔魚では

1978, 1983～ 1985, 1987・88年の減少と 1980-1982・1986年の増大が目立った（Fig.4-3）。当
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海域では， 1983年以降 3-4月のマシラスと夏秋季における O年魚、の漁獲量が減少する現象お

よび皿年魚の漁獲量が顕著に増加する現象が同時に生じており（南西水研長期予報会議資料），

これは1983-1985年における後期仔魚量の減少と一致している。 1979・80年における後期仔魚

量は前期仔魚量よりも多く，後期仔魚期における九州西岸域からの補給が示唆される。

2) 熊野灘ー鹿島灘

1970年代における卵の分布量は1973・74年に急増して， 1977年にピークに達した後減少に転

じた。一方，前・後期仔魚量も概して同様な変動傾向であり， 1975年まで増加傾向を示した。

1976年以降前期仔魚量は横ばいあるいは漸減，逆に後期仔魚量は漸増傾向を示した。 1980年に

は前期仔魚量が減少したのに対して，後期仔魚量は増加する逆の傾向となった（Fig.4-4）。
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1978-1988年における卵の分布量は1978年以降減少を続け， 1982年に最低になった後増加し

て， 1986年にピークに達し，その後再び減少している。前期仔魚は卵と同様な変動傾向を示し

たが，後期仔魚は1978-1982年に概して増加傾向を示し，卵や前期仔魚、の動向とは逆の傾向で
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あった。 1982年における後期仔魚量は前期仔魚量よりも多く， 1980年にも類似した現象がみら

れた（Fig.4-5）。このことは， 1981年を含む両年において前期仔魚から後期仔魚へ移行する卵

黄吸収時における生残が良好であったこと，および後期仔魚期に黒潮上流域からの補給があっ

たことを示唆している。 1978-1981年と1982-1988年の期間では卵量に対する前・後期仔魚量

の比（生残指数）が明らかに異なり，後の期間は高いと推定される。これは，後の期間におけ

る黒潮上流域からの補給の増加とふ化および卵黄吸収時における生残率の高まり，特に1984・

85年を中心とする1983-1988年におけるふ化時の生残率の上昇が想定される。 1983年以降の期

間は黒潮主流域における産卵の顕在化した期間であり，黒潮主流域における高水温の影響が仔

魚期までの生残指数を高めたことが一つの要因とも考えられる。
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仔魚期の体長組成の経年変化（1971～1988年）

1971-1984年 l～ 3月薩南一鹿島灘の太平洋岸域における東海区水産研究所（蒼鷹丸）の産

卵調査において口径60cmの丸中ネットの鉛直曳で採集（ 0-150m）されたマイワシ仔魚の体

長（全長）組成を示した（Fig.46-1～2）。

最大ti¥現体長は1974・75・83年に小さく， 1983年には17mm台の最小であったのに対して，
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1977~1982年には23 mm以上で大きく， 1981年には最大の28mm台であった。 15年間の体長組

成を総観すると，口径60cmの丸中ネットで採集されるマイワシ仔魚は通常ZOmm前後まであ

り，有効採集体長は15mm前後と判断されるが，ここでは有効採集体長としてさらに確実な体

長lOmm台までの仔魚数を定量評価に使用した。出現体長のモード（ 1 mm毎）の位置は普通

5 mm台に存在することが多かったが，年によって 6mm台 (1974年）と 7mm台（1981,

マイワシの再生産過程
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1984年）にも出現したO このことは，これらの 3年にはより早い時期に産卵があったことを示

唆している。実際，薩南海域では1981年 1月，日向灘～紀伊水道では1980年12月と1983・84年

12月の産卵が目立っており（第E章），関連する調査上の事実も存在した。

ネット採集による体長組成は単一モードで，体長が大きくなるにつれて存在量が少なくなる

のが普通で、ある。今回の資料では，二山モードが組成の途中に出現する現象がほぼ毎年みられ

たのが特徴である。その規模の大きさは年によって異なり， 1974-1976年には小さい山が13～

19 mm台に出現し，さらに， 1972, 1977-1983年には 8-15 mm台の範囲に目立った山として

出現し， 1972・77・79・82年に顕著であった。これらのモードの出現状況は，産卵期における

産卵強度の変化あるいはその後の初期生残の結果を，さらに，薩南～四国i中海域から東方への

輸送分散の影響を示すものと考えられる。特に， 1977年のモードの位置は10mm台にあり，特

異な産卵と輸送分散条件の年であったと推定されるが，それを説明できる資料はない。渡部・

高田（1981）はこのような体長組成の途中に山のみられる現象を輸送分散による上流からの補

給の結果であると指摘しており，著者も1977年以降この現象が顕著になっていると解釈してい

る。

(3）卵・仔魚期における生残曲線の経年変化（1971～1980年）

生残曲線は，卵と前期・後期仔魚の発育段階別に分けた標本をさらに，卵期では前期（A),

中期（B），後期（C）の 3段階に，後期仔魚、期では体長範囲を 2mm毎に区分して算定し，

その個体数を各区分毎の所要日数（Nakaiand Hattori, 1962）で除して，一日当りの存在個体

数としてそれらを結んだ曲線として得られた。

一般に，産卵された浮遊性卵は自然減耗によって，卵の分布量はA ・B・C期の発生期順に，

そしてふ化後の仔魚、期でも発育するにつれて減少するのが正常と考えられる。しかし，今期間

における卵期の生残曲線によれば，卵期において正常な生残曲線を呈した年は1972・73・78年

の3例だけであった。このことは，①調査網が卵分布域を完全にカバーしていないこと，②調

査期間の産卵に持続性がなく短期変動があること，③A期卵の分布域はB・C期卵のそれより

も狭いので，調査網からもれる可能性の高いこと，④B期卵は存在期間が1日以内のために調

査網からもれる場合のあること，⑤使用している丸中A’ネット（口径60cm）による鉛直採集

では卵の分布密度が 3eggs/m2以下の場合に採集される確率は少ないこと，⑤海況に短期変動

のあること等の原因によると考えられる。

1 ）薩南一紀伊水道

卵一仔魚期における生残曲線（Fig.4-7）によれば，卵期において正常分布曲線を呈した年

は10例中， 1972・73・78年の 3例だけであった。正常に減耗しない場合， B期卵の分布量がC

期卵よりも少なくなる例が最も多かった。しかし，概括的には各年級の生き残り状況を反映し

ているものと推定される。

概して言えば，卵期における生き残りのよかった年は1978・79年，さらに1977・80年であり，

卵の分布量の増加傾向にある期間に相当した。一方，生残りの悪かった年は1971・72・75年で，

卵の分布量が前年より減少する年に相当した。

自栄養期である卵一前期仔魚、期において生き残りのよかった年は1978・79・73・77年で，特

に1978年によかった。一方，生き残りの悪かった年は1971・74年であった。

前期仔魚が卵黄を吸収し閉口して，餌を食べはじめて他栄養期となり，全長約lOmmの後期
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during 1971 to 1984. 

仔魚、に成長するまでの生き残りは， 1973・79・78年によく，逆に1980・75・72・74？年に悪

かった。したがって，後期仔魚（全長約lOmm）までの初期生残の良好な年は， 1973>1979>

1978> 1977> 1976> 1971>1980> 1975> 1972> 1974年の順となる。全長10mmの後期仔魚まで

の初期生残指数は0.004-0. 0003の範囲にあり，年による変動幅は約10倍である（Fig.4-7）。

卵から後期仔魚期における見掛け上の初期生残の状況を後期仔魚期を基準にしてまとめると，

次のように類型化される。
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0後期仔魚期までの生き残りがよい

1973年 仔魚期によい

1978年 卵ー仔魚期によく，卵一前期仔魚期に特によい

1979年 卵ー仔魚期によく，卵期に特によい

0後期仔魚期までの生き残りが悪い

1972・75年卵期と後期仔魚期に悪い

1974？年 仔魚期に悪い

1980年 卵期に比較的よい，後期仔魚期に悪い

O後期仔魚期までの生き残りが普通

1971年 卵一前期仔魚期に悪いが， 10mm前後に補給がある

1976年 卵ー仔魚期を通じて普通

1977年 卵一前期仔魚期によい

仔魚期の生残曲線の途中に山のみられる年は， 1971年（全長 8～10mm), 1976年（全長

10-12 mm), 1978年（全長 6～8mm), 1979年（全長10-12mm）の 4例と少なかったが，

1971と1976年のそれらは顕著な現象であった。

2) 熊野灘ー鹿島灘

卵ー仔魚期における生残曲線（Fig.4-8）によれば，卵期において正常分布曲線を呈した年

は10例中1976-1979年の4例だけであった。

概して言えば，卵期における生き残りのよかった年は1972・1974・75年であった。これらの

年は産卵量の急増した期間に相当しており，逆に生き残りの悪かったのは1977年であった。

自栄養期である卵一前期仔魚期において生き残りのよかった年は1972・75・80年で，特に

1972年によかった。逆に，生き残りの悪かった年は卵期と同様に1973年，さらに1976・1977年

であった。

閉口して，他栄養期となり全長約10mmの後期仔魚に成長するまでの生き残りは1971・80年

によく，逆に1973・74・76年に悪かった。したがって，全長約IOmmの後期仔魚までの初期生

残の良好な年の順位は， 1972>1980> 1971>1974> 1978> 1975> 1979>1977>1976> 1973年と

なる。後期仔魚までの初期生残指数は0.0003-0. 04の範囲にあり，初期生残指数の年変動幅は

約100倍であり，薩南～紀伊水道におけるそれよりも変動幅が大きかった（Fig.4-8）。これは，

1972と1980年が生残指数の著しく高い年であったことによっている。

卵から後期仔魚期における見掛け上の初期生残の状況を後期仔魚期を基準としてまとめると，

次のように類型化される。

0後期仔魚期までの生き残りがよい

1971年 卵期・後期仔魚期によい

1972年 卵～仔魚、期によい，特に前期仔魚期によい

1980年 仔魚期によい，特に後期仔魚期によい

0後期仔魚、期までの生き残りが悪い

1973年 卵～仔魚期に特に悪い

1976年 仔魚、期に悪い
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0後期仔魚期までの生き残りが普通

1974年 卵期によいが，仔魚、期に普通

1975年 卵一前期仔魚期によい

1977年 卵ー仔魚期に悪いが， 10mm前後に補給がある

1978・79年卵ー仔魚期にほぼ普通
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Fig.4・8. Yearly changes of the survival in egg to larval period in the sea of Kumanonada to Kashimanada 

during 1971 to 1984. 
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マイワシの卵から全長約lOmmまでの仔魚における初期生残のよい年は10例中 3例であった。

仔魚期における生残曲線の途中に山のみられる年は， 1971年（全長 5-6 mm, 8～10 mm), 

1972・73年（全長10-12mm), 1977・78年（全長 8-12 mm), 1979年（全長10-12mm), 

1980年（全長8～12mm）の 7例であった。すなわち，この現象は， 1971～1973, 1977-1980 

年において全長8～12mm位の後期仔魚期に多くみられ， 1974-1976年には観察されなかった。

したがって，この生き残りの良否に関する現象は，黒潮上流域（薩南一紀伊水道）からの輸送

分散によるこの海域への加入に起因しており， 1974-1976年には潮岬以東海域における産卵強

度の著しい増大のために，以西海域からの補給が目立たなくなったと解釈できる。そして，当

海域における黒潮上流域からの補給は1971-1973年よりも1977～1980年に顕著であり，これは

1976年以降の薩南産卵場の形成に伴う産卵量の増加に起因していると考えられる。

また，薩南一紀伊水道と熊野灘ー鹿島灘における初期生残の良否は明らかに逆になる場合が

多いという特徴がある（例えば， 1972, 1973, 1974, 1979, 1980年なとつ。特に， 1972と1974

年における初期生残は薩南一紀伊水道において不良で，熊野灘～鹿島灘において良好であった

ことは， 1972年の生残り条件がよかったことが今回のマイワシの増大現象の起因になったとす

るKondo(1980）の見解を支持するものとして注目される。

渡部・話回（1981）は，本論文と同じ1971-1978年の東海区水産研究所の「蒼鷹丸」による

産卵調査の結果を用いて毎年の分布状況と補給条件について詳細に検討し，黒潮の下流域ほど

全長の大きい仔魚が分布していること，潮岬以西と以東海域の産卵時期と仔魚、の大きさとの関

係から，潮岬以西海域から以東海域へと黒潮の輸送によって仔魚期に補給されていることを指

摘した。さらに，深沢 (1983）も同様な結果を得ており，これらの結果と本論文の結果は同じ

資料を使用しているが，黒潮による仔魚、の輸送という同様な結論に達している。

渡部・積回（1981）が作成した1971-1978年の両海域を合わせた太平洋岸域の生残曲線およ

び今回の結果を合わせて評価すると，太平洋岸域における全長lOmmの後期仔魚までの初期生

残は， 1978>1977> 1975> 1973>1974> 1976> 1971>1972年の順によかったとみなせる。

(4）初期生残過程における生残指数の経年変化と海域特性（1978～1988年）

1) 太平洋岸域

太平洋岸域における産卵量（E）と全長10mmまでの後期仔魚量（PL）との関係は次式

で表わされる（Fig.4-9）。

PL = 0.0123E (r=+0.970) 

卵から全長lOmmの後期仔魚までの生残指数（PL/E）は0.0181 (1987年）ー0.0027(1978 

年）の範囲にあり，平均生残指数は0.0123であった。すなわち，初期減耗における生残指数は

年によって大きい時で 6-7倍の差があるが，産卵量と全長lOmmまでの後期仔魚量との関係

は高い正の相聞があることを示している。平均生残指数より高い年は1987>1980>1982>1979 

>1986 >1983年の順であり，逆に低い年は1978>1984>1985> 1981>1988年の順であった

(Fig.4-9）。太平洋岸域におけるふ化時（LAT/ET）と卵黄吸収時（PLT/LAT）の生残指数は

1982年以前と1983年以降で明白な差があり，前の期間では1980-1982年を中心に卵黄吸収時の

生残指数が高いのに対して，後の期間では1983・84年を中心にふ化時の生残指数が高い特徴が

ある（Fig.4-10）。
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2) 薩南海域

薩南海域における産卵量（E)

(Fig.4-11）。

0.0119E 

わされる

(r= +0.972) PL 
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in the s巴asof Satsunan area (A, triangle), Kii Channel to Hyuganada (B, cross) and Kumanona-

da to Kashimanada (C, circl巴） during 1978 to 1988. Numerals in the figure indicate the years in 

the Christian Era. 

Oblique dotted lin巴Sindicate survival index from egg to larvae to lOmm (TL). 

dicate the regression ones between the eggs and the postlarvae in each area. 

Solid lines in-

産卵から全長10mmの後期仔魚までの生残指数は0.0448 (1979年）ー0.0028 (1978年）の範

囲にあり，平均生残指数は0.0119であった。当海域内の平均生残指数は太平洋岸域のそれとほ

ぼ近似しており，産卵量と全長lOmmまでの後期仔魚、量の関係は高い正の相関がある。しかし，

年による生残指数の差は最大16倍に達する。平均生残指数より高い年は1979>1980>1988> 

1986年の！｜｜買であり，逆に低い年は1978>1982>1985>1984>1981>1983>1987年の順であった

(Fig.4-11）。

薩南海域の産卵調査はマイワシのかなりの産卵があると推定される 3月に欠如している年が

ある。すなわち1976-1982年， 1985年である。当海域はマイワシの主要な産卵場であり，また，

ふ化仔魚は黒潮の影響を受けて下流へ輸送される海域特性をもつので，見かけの生残指数は悪
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くなる傾向がある。特に， 1979・80年における実際の産卵量は推定値より多い可能性があるの

で，平均生残指数はより低くなるかもしれない。

1日当りの存在卵数を使用した生残指数（Fig.4-12）によると，産卵量を用いた場合とでは

1986年における差異が目立っているが，この原因はこの年の 3月には当海域の産卵調査が南西

海区水産研究所（俊鷹丸）によって実施され，この産卵量が加算され増加したためと考えられ

る。ふ化時の生残指数は1988・79・83年に高く，その他の年との差は不明瞭であったのに対し

て，卵黄吸収時のそれは1980・79年を中心とする1982年以前に明らかに良好であった。
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(r= +0.547) 

3) 日向灘～紀伊水道

当海域における産卵量

(Fig.4-11）。

PL = 0.0056E 

される
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産卵から全長lOmmの後期仔魚、までの生残指数は0.0272(1982年）ー0.0019(1984年）の範

囲にあり，平均生残指数は0.0056で，太平洋岸域では最も生残の不良な海域であった。年によ

る生残指数の差は最大約14倍に達し，産卵量と全長lOmmまでの後期仔魚、量との相聞は余り高

くないが，正の関係が期待される。平均生残指数よりも高い年は1982>1981>1979>1980> 

1987 > 1983 > 1978 > 1985年の順で，逆に低い年は1984> 1986 > 1988年の順であった

(Fig.4-11）。これは，生残指数の最低年である1984年が紀伊水道と日向灘のシラス漁が不漁に

経過し，特に紀伊水道では， 1972年以降最低の漁獲年であったこと（後出）を反映している。

ふ化時の生残指数は1981-1983年に高＜ ' 1979・80年に低かった。また，卵黄吸収時の生残

指数は1979・80・82年に高く，薩南海域ほど顕著でないけれども， 1982年以前の生残指数は総

じて， 1983年以降より高かった（Fig.4-13）。
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4) 熊野灘ー鹿島灘

当海域における産卵量

される（Fig.4-11）。

PL = 0.0262E 

との関係は次式で表わ

(r= +0.585) 

産卵から全長lOmmの後期仔魚までの生残指数は0.0902(1982年）～0.0019(1978年）の範

囲にあり，平均生残指数は0.0262で，太平洋岸域では最も生残指数の高い海域であった。これ

は，産卵量の大きさの割には仔魚の分布量の多い海域であること，すなわち，黒潮の上流域か

らの補給が多いことが原因として考えられる。年による生残指数の差は最大約47倍に達し，

向灘一紀伊水道と同様に産卵量と全長lOmmまでの後期仔魚、量との相聞は高くないが，正の関

係が期待される。平均生残指数よりも高い年は1982>1987> 1985>1988> 1986> 1984> 1983> 

日

(PL) と全長lOmmまでの後期仔魚、量）
 

E
 

（
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1980年の順で，逆に低い年は1978>1979>1981年の順であった（Fig.4-11）。平均生残指数の

最もよい1982年は紀伊水道一日向灘でも一致し，最も不良な1978年は薩南海域と同様である。

ふ化時の生残指数は， 1982年以前と以後では顕著な差がみられる。すなわち，後者が前者に

比べて著しく高い。また 卵黄吸収時の生残指数は1980-1982年と1987・88年に高いが，中で

も1980～ 1982年に著しく高く，かつ， 1984年以降年々高くなる傾向があることは注目される

(Fig.4-14）。
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(5）太平洋岸域における卵期の平均生残率

水産庁の200海里卵・稚仔集中調査から得られた1978-1988年における卵期の発育段階

(A・B・ C）毎の卵数と分布水温（ 0 m）の資料を使用して，渡部 (1983）の方法に基づい

て，毎年の太平洋岸域の産卵期における卵期の平均生残率を求めた（Table4-1）。
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Table 4・I. Yearly changes of mean survival rates in the egg period and average water 

temperature in the spawning period along the Pacific coast of southern Japan. 

Mean surface temperature is calculated by the accumulation of egg numbers. 

Mean survival rates in the egg period are calculated by the method of Watanabe 

(1983). 

Year W.T. （℃） Survival Rate 

1978 17.32 0.406 

1979 17.43 0.670 

1980 17.20 

1981 17.80 0.455 

1982 17.93 0.537 

1983 17.58 

1984 18.46 0.804 

1985 18.68 0.532 

1986 19.31 

1987 18.23 0.831 

1988 19.77 0.474 

この結果によれば，太平洋岸域の産卵期における卵期の平均生残率は0.406-0.831の範囲に

あり，現在産卵量計算で使用されている生残率（中央水研0.571，南西水研0.7）と近似した数

値が得られ，変動幅は前期・後期仔魚に比べて大きくなかった。 1980・83・86年の平均生残率

は100%以上の数値として計算された。これは，（ 3）項目で述べたような理由による採集上の

精度の反映であろう。調査期間の中で，卵期の平均生残率は1979・84・87年に比較的高く，

1978・81・88年に比較的低かった。概して， 1982年以前にはより低く， 1983年以降にはより高

い傾向があったO これは，太平洋岸域で得られたふ化時の生残指数（前述）とも一致した。一

方，産卵水温は1983年以前の17°C台から1984年以降の18・19°C台に著しく昇温しており，卵

期の平均生残率の高まりと関係が深いと指摘できる。これらの結果は，渡部（1983）が指摘し

ているように，野外調査の資料から卵期の生残率を推定することが大変困難であること，およ

び生残率の推定には卵の発育期別の採集個体数が十分大きい必要があり，全産卵期にわたる，

あるいは数年をまとめた合計個体数を用いるなどの工夫を要することを示しており，これらを

改善することによって精度を向上させる必要がある。

(6) 1産卵期における初期生残指数の月別変化

太平洋岸域におけるマイワシの産卵期は10ー7・8月に亘り，主産卵期は 2-3月であるこ

とが知られている（第皿章）。この長期にわたる産卵期の中で，初期生残率の高い時期が特徴

的に存在するかどうかについて月別の初期生残指数（卵から全長lOmmの後期仔魚まで）を用

いて年毎に検討した。

最も高い初期生残指数の出現月は1985年産卵期（1984年11月）を除いて 1-4月にあり，主

に3月であった。初期生残過程の内容を吟味すると， 2-3月における高い生残指数の存在は，

1981年を除いて，特に卵黄吸収時における高い生残指数に起因していると考えられる。卵黄吸
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収時の生残は主に餌条件の良否（餌生物との遭遇）に依存していると考えられるので（後出），

2-3月には餌条件が他の月よりも良好で、あることが期待される。一方，ふ化時の高い生残指

数は産卵前期一盛期である11～3月に出現し，特に 3月と11月に良好であった（Fig.4-15）。

概していえば，太平洋岸域の産卵期における初期生残は主産卵期（ 2 -4月）に良好で，産

卵盛期の 3月に最もよく，次いで産卵前期である12月（1982-1986年）によいが，産卵後期で

ある 5-6月には悪化するといえる（Fig.4-16）。いいかえると，初期生残の最良の時期は主

産卵期である 2-3月であるとみなすことができる。したがって，この海域における初期生残

に関する調査時期として 2-3月が適当であるといえよう。

(7）初期減耗期における仔魚の分布特性の経年変化（1971～1984年）

1971-1984年の主産卵期（ 1 -3月）の薩南一鹿島灘の大平洋岸域における東海区水産研究

所所属調査船「蒼鷹丸」による産卵調査の結果から，初期減耗期にあたる全長8mmまでの仔

魚の経年的な分布状況を主に 2～3月の黒潮流路と関連づけて検討した（Fig.4-17-1～7）。

1) 経年変化

・1971年（黒潮： C型）

前期仔魚は土佐湾と紀伊水道に分布し， 6mmまでの後期仔魚は土佐湾と紀伊水道およびi朝

岬沖ー伊豆諸島沖の黒潮前線のすぐ内側付近に出現した。 6-8mmの仔魚の出現は少なく，

潮岬沖の黒潮前線付近において 6mmまでの仔魚、と重複して出現した。

• 1972年（黒潮： N型）

前期仔魚は土佐湾，紀伊水道，伊豆諸島域に分布し， 6mmまでの後期仔魚は土佐湾・紀伊

水道の西部域と房総沿岸域に出現した。 6-8mmの仔魚、は紀伊水道西部域と房総沿岸域にお

いて 6mmまでの後期仔魚から連続して出現したほか，房総沖の黒潮前線付近にも分布した。

遠州灘の黒潮前線付近には仔魚、の出現はみられず，仔魚は土佐湾一紀伊水道と伊豆諸島一房

総沖の 2海域に分布する傾向を示した。

• 1973年（黒潮： C型）

前期仔魚は前 2年よりも広く分布し，薩南一紀伊水道，遠州灘の黒潮前線付近，伊豆諸島一

房総沖，鹿島灘に出現した。 6mmまでの後期仔魚、は薩南，日向灘，土佐湾，遠州灘，伊豆諸

島一房総沿岸域，鹿島灘に分布し， 6-8mmの仔魚、もほぼ同様な分布傾向を示した。

黒潮前線付近における仔魚の出現は薩南海域では前期仔魚，遠州灘では前期仔魚、と後期仔魚

が出現した。

• 1984年（黒潮： N型）

日向灘一紀伊水道における仔魚の分布域は狭かったのに対して，遠州灘～鹿島灘では広範に

出現した。後期仔魚はほぼ前期仔魚に連続して出現した。

潮岬沖黒潮前線付近には 6～8mmの仔魚、が分布し，遠州灘ー房総沖の黒潮前線付近にも，

黒潮流軸が陸岸に近接して位置していることもあって，前期・後期仔魚、が共に出現した。

• 1975年（黒潮： c型）

前期仔魚、は土佐湾・紀伊水道，遠州灘ー伊豆諸島，房総沖域に分布し，石廊埼沖黒潮前線付

近にも出現した。 6mmまでの後期仔魚、はほぼ前期仔魚と重複して分布しており，房総沖海域

にのみ出現した。 6～8mmの仔魚、は房総沖に広く分布し，伊豆諸島域に発生の起源があると

考えられる。黒潮前線付近には後期仔魚は出現しなかった。
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• 1976年（黒潮： A型）

前期仔魚は薩南一鹿島灘の太平洋岸域に広く分布し熊野灘と土佐湾を中心に出現した。後

期仔魚は前期仔魚とほぼ重複して出現したが，日向灘と紀伊水道沖海域では散在分布していた。

• 1977年（黒潮： As型）

前期仔魚、は1976年と同様に太平洋岸域に広く分布し，伊豆諸島域一房総沖に主に分布してい

た。後期仔魚とほぼ重複して出現したが，紀伊半島沖と駿河湾沖海域では散在分布していた。
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• 1978年（黒潮： As型）

前期仔魚、は薩南，土佐湾，遠州灘，伊豆諸島一房総沖，潮岬沖の黒潮前線付近に出現し，分

布の中心は伊豆諸島一房総沖域にあった。後期仔魚は前期仔魚とほぼ重複して分布したが，種

子島東沖と遠州灘の黒潮主流域にも少数ながら出現した。

• 1979年（黒潮： A型）

前期仔魚、は薩南～日向灘，土佐湾，熊野灘ー鹿島灘に分布し，分布の中心は薩南と伊豆近

海一房総沖海域にあった。 1976年以降伊豆近海ー房総沖の黒潮は接岸傾向にあり，特に1979年
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には著しく，前期仔魚、は黒潮前線付近を中心に出現した。後期仔魚は前期仔魚と重複して分布

したほかに，四国沖と潮岬沖の黒潮前線付近に散在分布するのが目立った。

• 1980年（黒潮： A-B-A型）

前期仔魚、は薩南～房総沖海域において比較的広く分布したが，前年に比べて分布域および分

布量ともに小さくなった。薩南一四国沖の黒潮は接岸傾向を示したので，黒潮前線付近に前期

仔魚の出現が目立ち，後期仔魚も黒潮前線付近に広く分布した。遠州灘ー伊豆近海では後期仔

魚、が散在分布した。
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• 1981年（黒潮： N型）

前期仔魚、は薩南～紀伊水道，伊豆近海ー房総i中海域に出現し，後者の海域では広く分布した。

潮岬以西海域では黒潮が接岸していたために，前期仔魚、は黒潮前線付近を中心に分布し，後期

仔魚は黒潮主流域を中心に紀伊半島沖海域まで出現した。

• 1982年（黒潮： c型）

前期仔魚は薩南一紀伊水道，伊豆近海などに分布し，分布の中心は黒潮前線付近にあり，後

期仔魚も同様に出現した。伊豆近海ー房総沖域に広く分布した後期仔魚は，前期仔魚、の出現か
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ら判断すれば，黒潮上流域の起源と推定される。

• 1983年（黒潮： Bs型）

前期仔魚は日向灘一四国沖に主分布し，紀伊水道，潮岬沖，黒潮前線付近，遠州灘，房総沖

海域に散在分布した。後期仔魚、は伊豆近海に散在分布した以外，前期仔魚、と重複して出現した

が，潮岬以西海域では全長6-8mmの仔魚、の出現はみられなかった。

• 1984年（黒潮： c型）

前期仔魚、は四国沖一紀伊半島沖の黒潮前線域と伊豆近海とその沖合黒潮域，房総沖海域など
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に分布し，分布の中心は紀伊半島沖から石廊崎沖の黒潮前線付近にあったと推定される。後期

仔魚も前期仔魚と同様にほぼ重複して出現し，房総沖海域では前期仔魚、よりも広く分布した。

2) 分布特性

黒潮前線付近における前期仔魚の分布は1972年からみられ， 1978年頃から量的に多くなった。

黒潮前線付近における後期仔魚の出現は通常みられる現象であるが， 1975年には観測されな

かった。量的には，前期仔魚と同様に1978年頃から顕著な現象となった。このように，黒潮に

よる仔魚の輸送分散は仔魚量（＝産卵量）の増加とともに顕在化する傾向がみられたが，仔魚、
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量の少ない年にもその現象がみられることから，黒潮による仔魚の輸送分散は再生産過程にお

いて生ずる生活史に組み込まれている現象と解釈できる。

黒潮流路のA型期であった1977年頃の黒潮は房総沿岸に接岸していたため，房総沖では黒潮

前線付近における仔魚の出現が目立ち，この現象は1977-1979年に顕著であった。

潮岬以西海域では， 1978年頃から黒潮前線付近における仔魚の出現が目立ちはじめ，薩南海

域の産卵強度が大きくなった1979-1982年には薩南一紀伊半島沖の黒潮前線付近における前

期・後期仔魚の出現が顕著で、あった。 1983-1984年には四国沖ー伊豆諸島沖の黒潮域における
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仔魚、の出現が目立った。ただし，黒潮が遠州灘で大蛇行して大きく離岸する場合には，遠州灘

沖の観測網をカバーしきれず，仔魚の分布状況は十分把握できない年があった（例えば， 1976,

1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984年）。

薩南海域では仔魚、の出現が1973年からみられたが，薩南西部海域では中央部～東部海域に比

べて， 1977・78年を除き分布しないか，分布しでも量的に少ない傾向があった。

総じていえば，主産卵期における仔魚は沿岸域に産卵場がある場合でも次第に黒潮に吸収さ

れ，輸送分散することが明らかである。これは，資源量の水準にかかわらず生じている生活史

に組みこまれている現象であると考えられる。

(8）沿岸域と黒潮域における仔魚の存在比と有効分布量指数

水産庁の200海里卵・稚仔集中調査の資料から，太平洋岸域の産卵期における前期仔魚と後

期仔魚の分布量を示した（Fig.4-18）。
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Fig.4-18. Yearly changes in prelarval (left) and postlarval (right) abundances along the Pacific coast of 

southern Japan. 

Oblique line and black pa口 ofthe bar indicate larval abundances in coastal area and white part 

of the bar in 1986 to 1988 indicate them in the Kuroshio area. 

前期仔魚量は1978年以降漸増し，さらに1982年以降急増して1986年にピークを記録した。

1987・88年の分布量は減少したが， 1984年以降の高い水準にあった。一方，後期仔魚量は1978

年以降増加して1980年に高い水準に達した後変動していたが，前期仔魚、と同様に1986年には
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ピークを記録した。 1987・88年の分布量は前期仔魚と同様に1986年に次ぐ高い水準にある。

前・後期仔魚の分布を，黒潮流軸の沿岸側（沿岸域）と沖合側（黒潮域）に分けて， 1984-

1989年の資料について計算した結果（Table4-2）によると，海域による変動が大きいが， 1986

-1988年の太平洋岸域全体でみると， 1986年の前期仔魚の場合を除いて，近年黒潮域における

仔魚の存在量は沿岸域のそれを上回っていることが明白である。このような現象は，卵分布に

おいても1984年以降に生じており，資源変動を解明する上で注目すべ、き現象と考えたい。

Table 4・2. Ratios (B/A) of sardine prelarval and postlarval abundanc巴sin the coastal 

area (A) and the Kuroshio area (B) along the Pacific coast of southern Japan 

during 1984 to 1989. 

Area Satsunan H苦；nada Kumanonada Pacific coast Y巴ar Channel -Kashimanada 

Pre larva 

1984 0.15 0.14 0.11 0.12 

1985 0.69 0.38 4.52 1.61 

1986 0.70 1.18 0.35 0.58 

1987 0.36 0.64 3.54 1.54 

1988 6.76 0.81 3.19 2.78 

1989 0.43 1.16 0.75 0.90 

Postlarva 

1984 0.13 0.14 0.30 0.19 

1985 3.46 0.11 0.81 0.53 

1986 1. 59 2.49 0.47 1.03 

1987 2.79 2.08 5.62 3.75 

1988 7.97 0.96 2.05 2.50 

1989 0.21 0. 75 0.74 0.63 

すなわち， 1985年以前の両海域における仔魚の分布量比を計算する資料が得られていないが

(Fig.4-18), 1971～ 1985年 1- 3月の主産卵期における仔魚量の分布傾向（前出）から判断す

ると，沿岸域に対する黒潮域における仔魚量の割合は1971～1976年には10%位， 1977～1979年

には30%位， 1980-1985年には50%位と概算される。すなわち，資源量水準の増大に伴って，

仔魚の分布域は卵のそれと同様に拡大し，黒潮域にも出現する傾向が高まってきたことを示し

ている。

今ここで，黒潮域に分布する仔魚はすべてが死亡し加入に寄与しない無効分布になり，沿

岸域に分布する仔魚、のみが加入に寄与する有効分布であると仮定すると，沿岸域に分布する仔

魚量が加入につながる有効分布量の指数とみなすことができ， 1987・88年の沿岸域における仔

魚量（有効分布量指数）は，両年の高い産卵量の割には，前期仔魚では1983年以降の高水準以

下，後期仔魚では1980年以降の高水準以下になると評価することができる。

2.加入過程の実態

(1) 紀伊水道・遠州灘・日向灘におけるマシラス出現の経年変化とマシラス漁の海域特性



黒田 a紀

1) 紀伊水道におけるマシラス漁獲量の経年変化

紀伊水道におけるシラス漁は内域にある和歌山県の西脇，日栖川および徳島県の和田島，

して，外域にある和歌山県の田辺を基地として操業している。

和歌山県における1972～ 1984年 3-5月のマシラス漁獲量と薩南一紀伊水道における後期仔

魚量の経年変化（Fig.4-19）によれば，マシラス量は1974年に急増し， 1975年に減少した後，

1979年にピークに達するまで毎年増加した。 1980年には一時減少したが， 1981・82年には好漁

で高水準の漁獲があった。 1983年以降滅少し， 1984年にはマイワシ資源の増加初期にあたる

1972年並の漁獲量水準になった（堀木・吉村， 1987）。

そ
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しかし， 1985年以降薩南一紀伊水道の後期仔魚量は高い水準にあり， 1988年には1978年以降

の最高を記録した。同時に， 1988と1989年の 4月には紀伊水道のマシラス量は史上最高の漁と

なった（吉村， 1989）。紀伊水道における 3-5月のマシラス漁獲量と海域別産卵量との関係

(Fig.4-20）によると，マシラス漁獲量は1979年と 1984年の例外を除いて，薩南海域の産卵量

と正の相関が期待され，日向灘一紀伊水道の産卵量とは逆に負の相聞が期待された。また，紀
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伊水道のマシラス漁獲量は海域別の後期仔魚量（全長lOmmまで）と相聞があり，薩南海域の

後期仔魚量よりも日向灘一紀伊水道におけるそれとの相闘が高いようである（Fig.4-21）。こ

のことは，日向灘一紀伊水道における 2~3 月の経年的な仔魚量の調査から，紀伊水道のマシ

ラス量の最盛期である 4月の漁獲量を予報することが可能であることを示唆している。

1978-1984年の期間では，マシラス漁獲量は産卵量と後期仔魚、から期待されるよりも，

1978・79年には多く， 1984年には少なかった。 1978・79年における黒潮流路は As型を呈し，

室戸岬～潮岬沖の黒潮流軸が1971年以降では最も離岸している年であった。このため，紀伊水

道の産卵に由来する仔魚は滞留しやすく，また，黒潮内側反流による熊野j難からの移入と，さ

らに薩南一土佐湾で発生した仔魚の黒潮からの分岐流による移入しやすい条件にあったと考え

られる。 1978年には日向灘～紀伊水道における産卵が多いことから，滞留しやすい条件があり，

1979年には同海域の産卵が少ないことから，熊野灘からの移入条件があったと想定される。

1984年の薩南一紀伊水道における産卵量と仔魚量は多かったが，紀伊水道のマシラス漁にはつ
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ながらなかった。これは，黒潮主流域の産卵に由来する仔魚の補給がなかったこと，および異

常低温のため紀伊水道の水温が低く，来遊環境が不良であったことなどが考えられる。

要するに，黒潮流路と紀伊水道のマシラス漁の関係によると，黒潮流路がA型と N型の時に

前年よりも好i魚、になり， BsとC型の時に前年よりも不漁になる傾向がある。この結果は，紀

伊水道内における 4～ 5月のマシラス漁獲量と丸特Bネットで採集された後期仔魚量との関係

をまとめ，黒潮流路がA, As, N型の時には好漁であり， B, C型の時には不漁であるとし

た吉村（1988）の見解と一致する。また，紀伊水道における 3-5月のマシラス漁獲量と水温

との関係（堀木・吉村， 1987）によると， 1983・84年の不漁年を除くと両者の聞には正の相聞

があり，水温が高いとシラス漁は好漁であり，逆に低いと不漁になる。

この海域におけるシラス漁の予測は，これらの有効な知見を総合して，この海域以南の産卵

量や仔魚量の量的評価を加味することによってより高い精度に到達可能であろう。

マイワシの再生産過程

2) 遠州灘におけるマシラス漁獲量の経年変化

遠州灘のマシラス漁は 2-5月（盛期4月）に渥美外海から遠州灘沿岸域一駿河湾西岸域に

おいて行われ，静岡県と愛知県の両水産試験場によってデータが集約されている。両県の平均
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漁獲量を比べると，静岡県の1975~1989年の平均漁獲量は1985.4 トンで，愛知県の1976-1989

年のそれ（1048.1トン）よりも約 2倍多い（Fig.4-22）。

マシラス漁獲量の経年変化（Fig.4-23）によると，漁獲量は1975年以降増加し， 1977-1979

年に横ばい傾向を示した後， 1980年に急増したが， 1981年には急減した。 1982年以降再び増加

傾向を示して， 1986年に一時的に減少したが， 1988年にはピークを記録した。しかし， 1989年

の漁獲量は著しく急減した。

遠州灘のマシラス漁獲量と黒潮流路との関係（Fig.4-22）によると，黒潮流路がB (Bsを含

む）あるいはC型の時にj魚、獲量水準が高く，特にB型の時により好漁になる傾向がある。そし

て，黒潮流路がB型の時には愛知県が好漁となり，逆に， C型の時には静岡県の漁がよい。黒

潮流路がA (As含む）あるいはN型の時には，マシラス漁は平均漁獲量以下となり，不漁と

なる傾向がある。ただし， N型の時には1981年のみの資料であり，不明確である。この黒潮流

路と遠州灘のマシラス漁の関係は紀伊水道における関係と逆の傾向を示し，各々の海域特性が

表現されている。

静岡県水試 (1989）によると，カタクチシラスと黒潮流路との関係では，カタクチシラスは

黒潮流路がB・C型， N型， A型の順に好漁である。したがって，マシラス漁と黒潮流路との

関係は，カタクチシラス漁と黒潮との関係と同様な結果が得られた。これは遠州灘における伊

豆諸島域からの黒潮内側反流の発達度合がマシラスの来遊状況を左右していることを示してい

る。

海域別（薩南，日向灘～紀伊水道，熊野灘ー鹿島灘）の産卵量と遠州、灘のマシラス漁獲量と

の関係（Fig.4-24）によると，マシラス漁獲量と熊野灘ー鹿島灘の産卵量との聞には1978・86

年を除けば，正の相聞が期待される。すなわち， 1978・86年の両年には産卵量がマシラス漁に

寄与しなかった。これは，マシラスの遠州灘沿岸域への来遊が少なかったことを示しており，

1978年には主産卵場が伊豆・房総沖海域にあり，仔魚、は黒潮続流域へ分散したためであり，

1986年には紀伊半島沖の黒潮主流域に主産卵場があったが， N型の黒潮流路のため，遠州灘へ

の仔魚の分散が少なく，房総沖から黒潮続流域へ輸送されたためと考えられる。また，マシラ

ス漁獲量と日向灘一紀伊水道の産卵量との聞にも， 1985-1988年を除けば，正の相関が期待さ

れる。これは，この期間の主産卵場が四国沖から紀伊半島沖の黒潮主流域に形成され，かつ黒

潮外側域にも産卵があったために沿岸域への加入が少なかったことによると考えられる。次に，

マシラス漁獲量と薩南海域の産卵量との聞の関係はばらつきが大きく，相関は認められない。

すなわち， 1979・80・85年には遠州灘のマシラス量への寄与が示唆されるが， 1986・84・81・

82・88・87・78年の順に遠州灘のマシラス量に薩南海域の産卵量の寄与は少ないことが示唆さ

れる。これらの年は他の 2海域とも共通している。

次に，海域別（薩南一紀伊水道，熊野灘ー鹿島灘）の後期仔魚、量（10mmまでの）と遠州灘

のマシラス漁獲量との関係（Fig.4-25）によると，後者の海域との関係は1980・86・87年を除

けば，よい相聞が期待される。 1980年には遠州灘における産卵に加えて，潮岬以西海域からの

輸送によるマシラスの来遊が極めて多かったと考えられる。 1986・87年には仔魚期の沖合分布

の増加と1986年にはN型流路による黒潮続流域への輸送によって後期仔魚の分布量の豊富さが

遠州灘沿岸域へ寄与しなかったと考えられる。前者の海域における後期仔魚量との関係もまた，

1981, 1982, 1986-1988年を除けば，よい相聞が期待される。これは， 1986-1988年には仔魚
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期に沖合分布の増加によって， 1981年（N型）と1982年（C→ As型）には黒潮続流域への輸

送分散のため，上述と同様に遠州灘沿岸域へ寄与しなかったと考えられる。
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日向灘におけるマシラス漁獲量の経年変化

日向灘沿岸域における宮崎県のシラス漁は太平洋岸域における代表的な漁場の一つであり，

北は土々呂，門川，美々津，南は宮崎を中心に操業されている。宮崎県のシラスの漁獲量の資

料は1966年から整理されているが，シラス類組成のデータがないため，マシラス漁獲量の資料

は1980年以降に限定される。

1980-1987年の経年変化（Fig.4-26）によると， 1980-1982年に約1' 000 -1 • 500トンであっ

たマシラスの漁獲量は1983年に急減して以後， 300-600トン前後の低い水準で経過している。

1988・89年の量はまだ得られていないが，ほほ同じ低水準にあると推定されている。

当海域におけるマシラスは11-6月に出現し， 1 -5月に多く， 4月に盛期が形成されるこ

とが多い。 1982-1984年 1- 2月にはもう一つの盛期が形成され，早期の産卵があったことが
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示唆される。 1984年以降12月の出現が目立っており，中でも1987年11月にも出現し， 12月にも

マシラスが多獲された。黒木（1985）によると，日向灘におけるマイワシの産卵とマシラスの

漁獲量の聞には 2ヶ月遅れの対応があり，マシラス漁は都井岬沖の黒潮が離岸して日向灘の

中・北部域に内側反流を形成しない年に好漁となり，反対の海況の場合には不漁になる。

4) マシラス漁の海域特性

太平洋岸域のマシラスは 概して11～6月に出現し 1～5月に多く， 4月が盛漁期となる。

そして，マシラスの来遊は産卵量の大小，産卵場の移動，黒潮流路の変化によって支配され，

漁獲量変動は大きく，海域特性が明白に現われる。したがって，これらの海域特性を的確に把

握し，因果関係を求めることによって，より高い精度のシラス漁の予測が可能である。

紀伊水道のマシラス漁（1972-1984年）は1979年に漁獲のピークを記録し， 1983・84年には

減少した。その後の資料は得られていないが，その後の後期仔魚量は増加しており， 1988・89

年のマシラス漁も過去最高を記録した（吉村 1989）。この海域のマシラス漁は薩南海域の産

卵量および紀伊水道一日向灘の後期仔魚量とよい相聞が期待される。黒潮流路との関係では，

黒潮流路がA・N型の時に前年よりも好漁 逆に Bs• C型の時に前年よりも不漁となる傾向

がある。

遠州灘のマシラス漁獲量は1975年以降増加し， 1980年の急増は一時的現象で， 1981年には急

減し，以後増加して1988年にピークとなり， 1989年には急減した。マシラス漁は黒潮流路が

B・C型の時には好漁であり， A (As), N型の時に不漁となる傾向が認められる。これは

紀伊水道と全く逆の傾向である。これは，主に両海域における黒潮による移流の仕方が異なる

ためと考えられる。遠州灘のマシラス漁と日向灘一紀伊水道と熊野灘～鹿島灘の産卵量と熊野

灘一鹿島灘の後期仔魚量との聞にはある程度の正の相聞が期待される。

日向灘のマシラス漁は1983年以降減少し，低い水準にある。黒木（1985）によると，マシラ

ス漁は，都井岬沖の黒潮が離岸している時（N型期）に内側反流が形成されないために好漁で

あり，逆に接岸している時（A型期）には不漁になる。

以上から，海域別のマシラス漁は産卵場，産卵量，仔魚量，黒潮流路の変化などに規定され

ており，これを的確に把握することによって，高い精度で漁獲予測することが可能であろう。

(2）大阪湾・伊勢湾・相模湾・道東海域・北海道から三陸沖のE寒帯水域における O年魚

（稚魚・幼魚期）の出現の状況と特徴

1) 大阪湾におけるマイワシの漁獲量と 0年魚の出現状況

大阪湾（大阪府）におけるマイワシは1972年から漁獲されはじめ，その漁獲量は1974年には

1,000トンに達し， 1977年以降1979年を除いて10,000トンを超えている。最大の漁獲年は1982

年であり，その後減少傾向にあるが，比較的高い漁獲量水準を維持している。 CPUE（まき網

標本船1曳網当りの漁獲量）は1972年に225kgであったが， 1973-1977年には約 2-4トン

に増加し， 1978年には18.8トンの最高を記録した。 1979・80年の CPUEはやや減少したが，

1981・82年には再び10トンを超えて高い漁獲量水準を示した。 1983-1986年のそれはやや滅少

したが（4-7トン）， 1987年には再び10トンを超えている（Fig.4-27）。

大阪湾のマイワシは主に索餌のために春季に紀伊水道から来遊し 特に 7～9月の夏季に多

獲され， 0年魚、が普通漁獲の主体を占めている（辻野・林， 1987）。太平洋岸域におけるマイ

ワシ資源の増大とともに， 1972年以降O年魚の来遊量水準は年々上昇して1982年にピークに達
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Fig.4・27. Sardine catches in Osaka Bay and ratio of catch and occurrence of the young-oιyear (triangle, 

circle) and the yearling (cross, solidαrel巴）．

した。その後，減少に転じたが， 1987・88年には再び回復した。 0年魚の少ない年には， I年

魚以上の中大羽群の来遊が逆に多い特徴をもっている。すなわち， I年魚以上の出現割合は

1973・79年に目立ち， 1984～ 1986年には特に顕著で、あった（Fig.4-27）。

これは， I年魚、以上と 0年魚の CPUEの変動が示すように，両者の割合は主に 0年魚の量

に左右されていると考えられる。

2) 伊勢湾における O年魚の出現状況

愛知県水産試験場で集約した伊勢湾におけるまき網漁による O年魚の漁獲量は1976年以降増
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加し， 1980年にピークに達した後1983年まで急減した。その後の漁獲量は， 1987年まで回復傾

向にあったが， 1988年には再び急減し， 1976年以降の最低となり，さらに1989年には1988年よ

りも減少した模様である（Fig.4-28）。
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Fig.4-28. Sardine catch (above) and occu汀 ence(belows) of the young-of-year in Ise Bay. 

White circles indicate months occurred and solid circles indicate白emost abundant months. 

伊勢湾における O年魚は 4-12月に出現し，外海域から移入する。漁獲量の最も多い月は

1976・87年の10月を除いて 7～ 8月であり，夏季を中心に漁獲される。外海からの移入は1981

年以前には 4-5月で＝早かったが， 1982年以降では 6月に遅れている（Fig.4-28）。
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3) 相模湾におけるマイワシの出現状況

定置網に入網したマイワシの測定資料（神奈川県水試相模湾支所， 1970-1988）によると，

相模湾に来遊するマイワシは1970-1985年では年間を通じて出現したが，その出現と魚群は年

代的に著しく変化した。体長17cm以上の大羽マイワシは1976年以降増加傾向にあり， 1977・

82・84年に目立って多く来遊した。この期間では， 1981年の減少が目立っている。大羽マイワ

シの来遊時期は10～ 12月と 1～ 7月であり， 1971～ 1975年には10-12月の来遊が目立った。

1～ 5月における大羽マイワシの出現は1973年から始まり， 1973・74年には11月の出現とほぼ

同程度であった。 1975年には大羽マイワシは出現しなかったが， 1976-1981年には 3-5月に

主に出現した。 1982年以降では，大羽マイワシの出現のピークは 5-7月に遅れている。熊野

灘ー鹿島灘における主産卵月と大羽マイワシの出現との関係によれば， 1970～1975年10～12月

に出現した大羽マイワシは産卵前期， 1976-1981年 3-5月のそれは産卵群， 1982-1985年

5～ 7月のそれは産卵後期群が主体であったと考えられる。

12月における体長15cm以下の 0年魚の来遊状況は， 1971-1976年の低水準期と1977-1985

年の高水準期に分けられる。低水準期の来遊量は1971・72年に多く， 1974年に少なかった。

1974年には， 0年魚の来遊の減少とは逆に，大羽マイワシの出現が目立った。一方，高水準期

の来遊量は， 1982>1980>1984>1981>1985>1983年の順となっているが，その後の1986・

170 

(Fig.4-29）。87・88年の減少が顕著である
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Fig.4-29. 
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0年魚の来遊状況を検討すると，相模湾における O年魚の初出現月は1970・74年には9月，

1971-1973年には6月であったが， 1975年以降に 5月主体となり， 1978・83・84年には4月と

早くなった。 6月に出現する体長4-14 cm (1971年16cm）であり，体長モードは 8-13 cm 

の範囲にあり，主に10-11cmであった。体長モードの小さい年は1972・75年（ 9 cm）と

1984年（ 8 cm）であり，大きい年は1973年（12cm）と1983年（13cm）であった。体長モー

ドの小さいことは産卵期の遅れや成長の悪いことを示し，逆に大きいことは産卵期の早期化や

成長のよいことを示している。特に， 1983年と1984年の体長モードは，前者で大きく（13cm), 

後者でソj、さかった（ 8 cm）。 1983年産卵期の熊野灘ー鹿島灘における主産卵月は4月であった

が， 1982年10-12月には同年産卵量の10.3%の産卵が12月を中心にあった。すなわち， 10月に

常磐沖， 11月に外房沿岸域と伊勢湾ー遠州灘沿岸域， 12月には熊野灘に産卵場が出現した（黒

田， 1986b）。 6月までに体長13cmに成長するには半年以上の月数を必要とすると推定され

るので，この特異な早期の産卵現象と関係が深いと考えられる。さらに， 1983年 1-3月に

As型であった黒潮流路が， 4-5月にはB型に変化したことも相模湾への早期の来遊を支持

する条件であろう。一方， 1984年には，薩南海域と日向灘一紀伊水道における主産卵期が4～

5月に遅れる傾向にあり，低温年のため産卵水温の低下や成長の悪化などの要因が考えられる。

1984年産卵期にも熊野灘ー鹿島灘では1983年11～12月に年間4.8%の産卵があったが， 12-

5月には黒潮流路がB→C→As→C→C→C型と変化し， 11-12月の産卵域が房総沖と伊豆諸島

北部域に形成されたために早期発生群が相模湾へ来遊しなかったと考えられる。 1984年 1-2

月には熊野灘ー遠州灘沿岸域において産卵があり，かつ，薩南一紀伊水道では 2月に主産卵期

があったので，これらの発生群と関係があるかもしれない。

4) 道東海域における O年魚の出現状況

道東海域のまき網魚は 7-10月の4ヶ月を漁期として24ヶ統の大・中型まき網船団によって

行われる。まき網漁の漁獲対象は1976年以降マサパからマイワシ主体になり，その漁獲量は

1983年には100万トンを超えて，日本近海における最大のマイワシ漁場となっている（長沢，

1984；和田・北片， 1986）。

道東海域に来遊するマイワシの各年級群別組成では， 0年魚、は他の年級群に比べて少なく，

かつ来遊が不安定である（和田， 1988）。これは，道東海域がO年魚の通常の回遊経路でない

ことと， 0年魚、が，この漁場における漁l期の終了（10月末）後に出現する可能性があるためと

考えられる。 0年魚、の来遊量はI年魚、以上に比べて少ないけれども，その来遊状況は 0年魚の

出現の動向をある程度反映していると考えて，経年的な出現状況を検討した。

0年魚、の漁獲尾数は1980・85年に多く，逆に1976-1979年に少なく，特に1978年には皆無で

あった。資源量が高水準に達した1980年以降では， 1986年以降の最近 3年の漁獲尾数の減少が

目立っている。年による漁獲尾数は， 1985>1980>1984>1981>1982>1983>1987>1979> 

1986>1978>1988>1976年の）｜｜買に多かった（Fig.4-30）。道東海域における 0年魚の出現は通

常10月であるが，最も多獲された1985年には11-14cmのO年魚、が漁期の前半である 8月から

出現し，漁期末 (lo月）には漁獲物の大半を占めたこともある（和田・北片， 1986）。

道東海域における 0年魚の出現の特異現象として1984年の例が報告されている（和田・入江，

1984）。すなわち， 1984年 6月中・下旬の三陸～道東海域における調査において，夜間集魚灯

下で体長45-90mmの幼魚、が表面水温9-15。C帯で採集され，魚体の大きさは北小南大の傾
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Fig.4・30. Relation of the egg production along the Pacific coast of southern Japan and numbers in catch 

of the sardine young-of-year, I-year-class, II-year-class and III-year-class fishes in the sea off east-

em Hokkaido. 

向があった。引続き 7月には，襟裳岬ー厚岸の200m以浅の沿岸域において体長60-70mmと

100 mm前後の幼魚、が採集された。さらに， 6月下旬－ 8月上旬には釧路市の漁港においても

45-75 mmの幼魚が採集された。このような幼魚の出現は従来記録されておらず，道東海域に

おける 1984年 6-7月の水温が平年より約 2℃高かったこと，および145° E以東の暖水の張

り出しが顕著であったことの影響が考えられるとしている。

道東海域における O年魚（漁獲尾数）と太平洋岸域における産卵量（卵数） との関係におい
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て，両者の関係はその年生れの約 6ヶ月経過した 0年魚の生残を示すものと考えて，指数を検

討した。両者のデータが存在する1979-1988年の生残指数は1980・85年に高く， 1986・88年に

低い。年による生残指数は 1980> 1985> 1984> 1979>1983> 1981>1982> 1987>1986> 1988 

年の順である（Fig.4-30）。この生残指数の）｜｜買位と年による漁獲尾数の順位を比べると，多獲

年である1980・85・84年には生残指数も高い。ただ，漁獲尾数がほぼ同規模で少ない1976-

1979年と1986～ 1988年には，産卵量水準の高くなった後者の期間（1986-1988年）の生残指数

の低下が顕著であるといえる。このことは注目すべき現象である。そして，両者の関係は概し

て負の相関関係があり，時によって正のそれもあることを示している。

5) 北海道一三陸沖の亜寒帯水域における O年魚、の出現状況

ソ連の TINROでは， 1985年以来亜寒帯水域において中層トロールによるマイワシとサパ属

を主とした 0年魚（幼魚）の現存量調査を 7-9月に実施している（ヴ‘エリアエフ， 1986；黒

田， 1989c）。調査海域は北緯39-45度，東経145～ 160度の広範な海域（Fig.4-1）であり，発

生後約 5-6ヶ月を経過した幼魚（ 0年魚）の現存量を把握する上で，その調査資料は貴重で

あると考えられる。

採集されるマイワシ幼魚（ 0年魚）の体長は 5～ 13cmの範囲にあり，マイワシのほかに約

30種の魚類が同時に採集されている。この結果によると，マイワシ幼魚の現存量は1985年：

14.82×1010尾， 1986年： 2.03×1010尾， 1987年： 2.82×1010尾， 1988年： 0.6×105尾と評価さ

れており，幼魚量は1985年以降減少傾向を示し， 1988年には急減している。

6) 0年魚、の出現の海域特性と来遊量の動向

太平洋岸域における O年魚は主として黒潮によって輸送分散されて その大部分が黒潮続流

の沖合域に回遊すると推定されている（田章）。 0年魚の一部は太平洋岸の大阪湾・伊勢湾・

相模湾で春一秋季（4 -12月）に漁獲され，その盛期は 7-9月（大阪湾）， 7-8月（伊勢

湾）， 6-9月（相模湾）の夏季中心である。道東海域における 0年魚の出現は 8-10月で，

その盛期は10月であり，本州、｜南岸の上記3海域とは異なる出現傾向を示している。経年的な出

現量のピークは1980年（伊勢湾）' 1982年（大阪湾，相模湾）' 1985年（道東海域）であり，い

ずれの海域でも1980年における 0年魚の急増現象が顕著であった。また， 1985年の道東海域へ

の0年魚の来遊は極めて高い水準であった。この年の太平洋岸域の初期生残指数は熊野灘ー鹿

島灘では比較的良好であったが，全域としては悪いと評価されているので，後期仔魚期以降の

生残が良好であったかあるいは道東海域へ来遊する海況条件が恵まれていたことが示唆される。

大阪湾を除く海域では，各ピーク年の出現以降の来遊量が減少傾向を示しており，平均漁獲

量以下を示す年は，伊勢湾では1983・86・88年，相模湾では1981・83, 1986-1988年で，とく

に最近 3ヶ年の減少が著しい。道東海域の漁獲尾数は1986年以降1970年代の水準となり，特に

1988年のそれは道東海域におけるマイワシの出現が本格的になった1976年並の低水準に減少し

ている。太平洋岸域における産卵量と道東海域の O年魚の漁獲尾数との関係は， 6ヶ月経過し

たO年魚の生残を示すものと考えられ その関係は概して負の相関が期待される。

一方，大阪湾における 0年魚の漁獲量は1983～ 1986年に平年値以下となり， 1985年に最低を

記録したが， 1987・88年には平年値以上に回復しており，伊勢湾・相模湾と来遊機構を異にす

る海域特性があると考えられる。
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三陸沖・鹿島灘・道東海域における I年魚の来遊の実態と加入資源の評価

三陸沖における I年魚の出現の経年変化

1975-1988年に宵城県の大中型まき網船によって，主要港に水揚げされたマイワシの漁獲量

のうち， 12-2月に水揚げされた体長12～ 14cmのほぼ満I年魚（正確には発生後約11ヶ月）

の経年変化を調べた（Fig.4-31）。
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Fig.4・31. Relation of the egg production along the Pacific coast of southern Japan and the oc四 rrenceof 

I-year-class fishes in Kashimanada (solid circle, ind巴Xof catch), off Sanriku (triangle, catch) and 

off eastern Hokkaido (cross, catch in number). 

Spawned 

1975年からの漁獲量データによれば， I年魚、の漁獲量は1970年代には1.6-5.8万トンの水準

であったが， 1980年級が急増して10万トンを超した後， 1984年級が減少した以外， 1987年級ま

で10万トン以上の高い水準を維持した。漁獲量の最も多い年は1986年級（16.8万トン）であっ
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たが， 1988年級の漁獲量は約4.9万トンに急減し， 1970年代の低水準期と同じ位に減少した。

1980年代における年級別漁獲量は， 1986>1980> 1982> 1987> 1981>1985> 1983> 1984> 1988 

年級の順に大きかった。

宮城県に水揚げされた I年魚（漁獲量）と太平洋岸域における産卵量（卵数）との関係は，

その年発生の約11ヶ月経過した満I年魚の生き残りを示すものと仮定して，生残指数の変化を

検討した。 1978-1988年級の生残指数は1980・83年級で高く， 1988・86年級で低い。各年級の

生残指数は， 1980>1983> 1982>1981>1979> 1987>1985> 1978> 1984> 1986> 1988年級の順

に大きかった。また，両者の間には，概して， 1978・79年を除けば，産卵量に対しでほぼ一定

の値（生存指数はやや減少）を示している。

2) 鹿島灘における I年魚の出現の経年変化

鹿島灘において12-4月にまき網で漁獲されるマイワシは未成魚越冬群で，満I年魚が主体

である。未成魚越冬群は南下群よりも移動傾向が弱く，常磐南部一九十九里沖に長期間出現す

る。そして，その分布密度は著しく高い。成長は南下群と同様に北部域で悪く，南部域でよい

傾向がある。肥満度は著しく低いが，摂餌活動は活発であることの特徴をもっ魚群である（平

本， 1981）。その漁獲量は未成魚越冬群の資源量指数として1972年以降千葉県水産試験場に

よって集約されており，その指数は太平洋岸域における新規加入の資源量水準（年級豊度）を

評価する指標（資源量指数）として重要である。

その結果によると， 1970年代には1973年級の資源量指数が極めて小さく， 1974・77・78年級

のそれが大きかった。 1980年級の資源量指数は三陸沖と同様に急増し， 1982年級を除いて，各

年級は高い水準を維持して， 1985年級がピークを記録したが， 1988年級のそれはわずか2に減

少し， 1973年級よりも小さくなった。すなわち， 1988年級の資源量指数は1974-1988年級にお

ける平均資源量指数（26'215）の0.01%に相当し， 1988年級の来遊状況が著しく不良で，加入

過程に異変があったことが示唆される。 1980年代の資源量指数は， 1985>1980> 1983> 1986> 

1984>1981>1987>1982>1988年級の順に大きかった（Fig.4-31）。

鹿島灘における I年魚である未成魚越冬群（資源量指数）と太平洋岸域における産卵量（卵

数）との関係を検討すると， 1978-1988年級の生残指数は， 1983>1980> 1981>1985> 1984> 

1987>1978>1979>1982>1986>1988年級の順に大きかった（Fig.4-31）。また，両者の聞に

は，概して， 1978・79・82年級を除けば，産卵量に対して一定の値（生存指数はやや減少）であり，

1988年に急減したことを示している。

3) 道東海域における I年魚の出現の経年変化

道東海域におけるマイワシの年齢別来遊資源尾数はII.田年魚、で最大となるが， I年魚、の来

遊資源尾数は引続きその年級のE年魚以降の来遊水準を反映するので， I年魚による年級豊度

の評価は可能であると考えられている（和田， 1988）。

道東海域に出現する I年魚は漁期後半に約1.5年魚として来遊し，その来遊量水準は鹿島灘

における未成魚越冬群とともに，太平洋岸域のマイワシの加入資源の評価のために重要な役割

を果たしている。

I年魚、の来遊漁獲尾数の経年変化（Fig.4-31）によると， 1979年級が著しく少なかったのに

対して， 1980年級が最も多く，次いで、1983年級が多かった。 1980年代における I年魚の来遊漁

獲尾数は， 1980>1983> 1985>1986> 1981>1987> 1984> 1982年級の順に多かった。
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道東海域における I年魚と太平洋岸域における産卵量（卵数）との関係によると， 1978-

1987年級の生残指数は， 1980>1983> 1987> 1981>1985>1978> 1984> 1982> 1986> 1979年級

の順に大きかった（Fig.4-31）。また，両者の聞には， 1979年級を除けば，産卵量に対しでほ

ぼ一定である（生残指数はやや減少する）。

上記3海域における I年魚の出現状況から加入資源の水準を総合評価すると， 1980年代の資

源量水準は1980>1986> 1985> 1983> 1981>1987> 1982> 1984> 1988年級の順に多く， 1988年

級の激減が注目される。そして，太平洋岸域における産卵量と漁獲量の間には， 1979年級を除

いて，負の相関関係があり，産卵量が増えるにつれてI年魚段階までの生残りが悪くなること

を示している。

3.年級群豊度の評価と構成

(1) 道東海域に来遊する魚群

道東海域におけるまき網漁業は1959-1975年までマサパを漁獲対象として操業され， 1972-

1975年の漁獲量は20万トンを超え， 1974年に最高の29万トンを記録した。 1974年頃からマサパ

に混獲されていたマイワシが1976年に急増してお万トンの漁獲量を記録して以後，まき網の主

漁獲対象種となったマイワシの漁獲量は年々増加し， 1983年には100万トンに達し， 1987年に

は121万トンの最高を記録し， 1988年にも持続している（三原， 1988）。このように，道東海域

は日本におけるマイワシの漁獲量の約1/4を占めるような規模の大きい漁場であり，そこに来

遊する魚群は太平洋のマイワシ資源量の大きさをほぼ反映していると考えられる。

道東海域におけるマイワシの各年級群の皿年魚までの累積漁獲尾数（錫｜｜路水試， 1989）は和

田（1988）が求めた道東海域への来遊資源量指数と概ね類似しており，太平洋マイワシの資源

の状況を指標している（Fig.4-30）。 1980年卓越年級群の形成以前と以後の資源量水準が異な

ることから， 1970年代と1980年代の累積漁獲尾数を分けて検討すると， 1970年代の年級豊度は

1977> 1976> 1975> 1978> 1974> 1979年の順に大きい。そして， 1980年代の年級豊度は， 1980

>1981与1985>1983>1984>1982年の順に大きし、。 1986年以降の値はまだ算出されていないが，

1986年のH年魚までの資料から予想すると， 1986年級の豊度は1983年級と1984年級の聞に位置

するであろう。したがって，ここでは，資源の増加期 (1970年代）と資源の高水準期（1980年

代）に分けて，資源量水準を比較し，他年級よりも著しく高い年級を卓越年級群とみなして総

合的な検討を試みた。その結果によると 1970年代にはとびぬけて大きい年級はなく，強いて

いえば，卓越年級群は1972, 1975, 1977年であり， 1980年代のそれは1980, 1981, 1985年級で

あり，中でも1980年級は特に大きい卓越年級群であると評価することができる。

(2）年級群の構成と卓越年級群

道東海域における年齢組成の経年変化（Table4-3）によると， 1976年には I・ II年魚が中心

であったが，次第に高齢化して， III・ N年魚の占める割合が増えて， 1979-1980年にはI一町

＋年魚による多年齢組成となった。 1980・81年と連続して卓越年級群が形成されたために両年

級が1984年まで来遊群の主体となった。 1979年級群は極端に少なく， 1983年は高齢魚の欠如に

よって若齢魚中心の組成となった。 1985年以降，町年魚、を中心に1985年卓越年級群が主体を占

めている。和田 (1988）によると，この間の特徴的な現象として，超卓越年級である1980年級

の形成以後，成長が悪くなり， 1978年級以前では阻年魚が平均20cm前後の体長に達していた
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Table 4・3. Main age composition of th巴 sardinestocks in the訂 eao質

eastern Hokkaido after 1976 (after the Kushiro Fisheries Ex-

perimental Station, 1989) and in Kashimanada from 1973 to 1975 

(after Hara and Watanabe, 1986). 

The years in the square show dominant year classes of the sar-

dine. Roman numerals show age in year. 

Year Age and Year Class 

mill 
1973 I (1972) 

1974 II (1972), 0 (1974) 

巨回 I (1974) 

1976 I (1975), II (1974) 

巨回 II (1975), I (1976), 皿 (1974)

1978 II (1976), I (1977), 皿（1975)

1979 II (1977), 田 (1976), I (1978) 

巨亙司 ill (1977). N (1976), II (1978) 

巨豆日 I (1980), 田（1978), 町 (1977)

1982 II (1980), I (1981), N (1978) 

1983 ill (1980). II (1981), I (1982) 

1984 皿（1881). I (1983), N (1980) 

E記 町（1981). 田（1983), 皿（1982)

1986 町（1982). I (1985), 田（1983)

1987 町（1983). II (1985), 田（1984)
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のに対して， 1980年級以後匝年魚の体長組成のモードは18cm前後にとどまり，成熟年齢がそ

れ以前に比べて 1年遅れて皿年魚で産卵するようになったことがあげられる。

Kondo (1980）は1972年における海況と餌条件が良好であったと推定し，その結果初期生残

がよかったために1972年卓越年級群が形成され，その後のマイワシ資源の増加の端緒になった

と報告し， 1972年級群の重要性を指摘した。その後，木立・伊東（1979）は熊野灘ー房総沖海

域における1971・1972・1977年 2-3月の動物プランクトンについて詳細に調べ， 1972年には

他の年よりも湿重量は少なかったが， Copepodaの出現は最も多く，特に小型の沿岸性 Cope・

pod aの出現が多かったことを明らかにし，仔魚の餌条件が良好であったことを示唆した。

(3) 1988年級群の減少

1988年級の産卵強度は薩南一鹿島灘の太平洋岸域において高く，仔魚、量も高水準であり，遠

州灘のマシラスも好漁であった。しかし，その後の 0年魚時代（稚・幼魚期）には情報が乏し

く，その動向が注目されていたが， 1988年12月～1989年4月の鹿島灘における越冬群の資源量

指数が平均値の 1%以下という大不漁となり，年級群減少の最初の兆候として顕在化した。最

新の情報によると，ソ連の TINROによる亜寒帯域における幼魚調査でも 1988年級の稚幼魚は

激減したことが判明した。

ここでは， 1988年級の O年魚時代と 1989年における I年魚時代に注目して減少の実態を調べ

た。
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1) シラス期

1988年における日向灘のマシラス漁獲量は漁獲資料の未発表のために不明であるが， 1983年

以降1987年まで低水準に推移しており，前年同様低水準に経過していると考えられる。シラス

類の組成に関する資料によれば， 1987年11月にはマシラスが漁獲され，早期の産卵が認められ

た。

紀伊水道のマシラス漁獲量の資料は1984年までしか得られていないが，紀伊水道のマシラス

量と日向灘一紀伊水道における後期仔魚量との問に正の相関関係があることから推定すれば，

1988年のマシラス量は高水準であったと推定される。

1988年における遠州灘のマシラス漁獲量は，黒潮流路がB型を呈して，黒潮内側反流が発達

し， 1975年以降の最高を記録した。小泉（1989）によれば，伊豆諸島域においてもマシラスの

出現は過去最高を記録した。

2) 稚魚期

大阪湾における1988年の 0年魚の漁獲量は22,404トンで， 1975-1988年の14年間平均値の

121.0%に相当した。次に，伊勢湾における1988年の O年魚の漁獲量は9,264トンで， 1976～

1988年の13年間平均値の24.7%に減少し，遠州灘におけるマシラスの豊漁が反映されなかった。

道東海域における1988年の 0年魚の漁獲尾数は24.0×106尾で，マイワシ漁が始まった1976

年並の低水準に減少し， 1976-1988年（13年間）の平均値の11.6%であった。道東一三陸沖の

亜寒帯域におけるソ連の TINROによる幼魚調査によると， 1988年の稚幼魚量は1985年以降減

少傾向のなかで， 1987年のそれの約1/4000に急減した。

3) I年魚

三陸沖（宮城県）における1988年級の I年魚の漁獲量は48,950トンで， 1977～ 1988年の12年

間平均値の46.8%であった。次に，鹿島灘における1988年級のI年魚の資源量指数はわず、かに

2で， 1974-1988年の15年間平均値の0.01%に激減した。道東海域における1988年級のI年魚

の来遊漁獲尾数は，小中羽マイワシの来遊が1989年10月中旬以降になってわずかに認められて

いるだけであって，その来遊量は極めて少ないと推定されている。

4) まとめ

以上の結果をまとめると， 1988年級群は，シラス期には高水準の産卵量を反映して，紀伊水

道と遠州灘では好漁であった。しかしながら，その後の稚魚期には，大阪湾の漁獲量は前年よ

りも減少しつつも平年値以上であったけれども，伊勢湾，相模湾，道東海域，および広範な亜

寒帯水域における出現は著しい減少傾向が認められた。引続く I年魚でも，越冬期の鹿島灘と

三陸沿岸域では減少が認められ，特に鹿島灘では極端に来遊が少なかった。 1989年の道東海域

でも I年魚、の出現は極めて少ないと推定されており， 0年魚、に引き続いて減少が認められてい

る。

さらに説明を加えるならば， 1988年級群は産卵からシラス期までの生残は良好であったが，

その後のシラス期から稚魚期における減耗が大きかったために，加入資源の減少が生じたもの

と考えられる。大きな減耗が生じた原因については現在のところ不明であるが，著者は，仔魚、

期（マシラス）が主に生息する太平洋岸域から黒潮続流域，稚・幼魚、の 0年魚、が主に生息する

黒潮続流域から亜寒帯水域における被補食の影響を想定している（V章）。なかでも，道東海

域における発生後約半年のO年魚段階の生残は産卵量が多くなる程悪化する傾向が認められる
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ことから，仔魚、期を中心に稚魚期初期における発育段階において，初期生残過程に次ぐ大きな

減耗が生じて加入量を左右していると推定される。渡部（1970）によると，マサパの1966年級

でも同様な現象が生じており，被補食の影響を示唆している。別の観点から考えると，特に

1989年冬季は暖冬であったために，越冬場が例年よりも沖合寄りに形成された可能性も残され

ており， 0年魚と I年魚、が沿岸漁場に来遊しにくい条件があったことも考えられたが，亜寒帯

域における稚幼魚量が激減していることから後者は否定的である。もう 1つ考えられる視点と

しては，太平洋北東域への移動，すなわち北米沿岸域に生息するカリフォルニアマイワシの分

布圏への移動がある。この点に関しては，既に田章に述べたように戦前の豊漁期におけるルミ

ヤンツェフの見解や最近のドゥダレフ・ケーニヤ（1988）の示唆がある。別の海域では，安

達・清川 (1989）が，島根県沖漁場に出現する1988年級群の減少が指摘されており，日本海の

マイワシの減少が同時に生じていることも示唆されている。このことは， 1988年級群の減少は

日本海と太平洋岸に共通した原因のあることを示唆している。

(4) I年魚段階における年級群豊度の評価と内容

加入資源である I年魚段階の年級群豊度を道東海域，三陸沖海域，鹿島灘の3海域における

漁獲量水準を基準として総合評価すると， 1978年以降の加入資源量（年級豊度）の水準は1980

>1986> 1985> 1983> 1981>1987>1982> 1984> 1978> 1979>1988年の順に大きく，その水準

から 3群 高水準・低水準・中位ーに区分した。 I年魚の量的な水準は，その後の年級を指標

するものであり，したがって，相対的な資源量を評価するものと考えられる。以下に各年級群

の産卵から加入までの実態と評価を要約した。

• I年魚段階における年級資源量：高水準

①1980年級 産卵量は少なかったが，初期生残（ふ化時：悪い，卵黄吸収時：よい）はよく，

前期仔魚は少なかったが，後期仔魚、は中水準となり，シラス期は遠州灘と日向灘

では豊漁であった。大阪湾における O年魚、の出現は中水準であったが，相模湾，

伊勢湾，道東海域におけるそれは高水準であった。道東海域では引き続く I年魚

も高水準に出現し，そして I年魚以降の年級群の出現も極めて多く，皿年魚、まで

の累積漁獲尾数は最高を記録した。 I年魚、までの生残が最もよい超卓越年級群で

あった。

②1986年級一産卵量は最も多く，初期生残も比較的よかったために仔魚も引き続いて最も多く

出現した。しかし，シラス期では紀伊水道のみ好漁であり， 0年魚、の出現も総じ

て悪かったが，道東海域を主に I年魚として多数来遊し，第 2位の漁獲量水準で

あった。 I年魚までの生残は悪かったけれども，産卵量が著しく多かったために

卓越年級群が形成された。

③1985年級一産卵量水準は高かったが，初期生残は中位だったので，仔魚、期にはやや減少した

が，シラス期は日向灘を除き豊漁であった。引き続く 0年魚、期は大阪湾を除いて

よく，特に道東海域では最高の出現量水準であった。そして，道東海域のI年魚

としても高水準に出現した。 I年魚、までの生残は中佐であったため，産卵量の高

水準を I年魚までほぼ保持し，卓越年級を形成した。

④1983年級一産卵量水準は低かったが，初期生残は中位（ふ化時：よい，卵黄吸収時：悪い）

で，仔魚期，シラス期ともに中水準で経過した。大阪湾と道東海域における O年
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魚の来遊量は中水準であったが，相模湾と伊勢湾では低水準であった。 I年魚、ま

での生残は良好であったので， I年魚、の漁獲量水準はやや高めに経過した。した

がって，産卵量は低かったけれども， I年魚、ではやや高い加入量水準となった。

⑤1981年級 産卵量は中水準であり，初期生残も中位であったため仔魚量は中水準で経過した。

シラス期は紀伊水道と日向灘で好漁となり， 0年魚は大阪湾で、多かった。相模湾

と伊勢湾における O年魚は中水準であったが，道東海域では比較的高い水準で，

I年魚でも同様であった。 I年魚、までの生残は良好で，産卵量の中水準から比較

的高い加入量水準となった。

• I年魚段階における年級資源量：低水準

①1988年級 産卵量水準は高く，初期生残も良好であり，仔魚、量も高水準であった。シラス期

も日向灘を除き豊漁であったが， 0年魚、は大阪湾で中水準であった以外，相模湾

と伊勢湾では最も低水準となり， I年魚でも低水準を持続した。 I年魚までの生

残は不良であり，加入量は最不良年となった。

②1979年級一産卵量の水準は低く，初期生残は中位であったが，仔魚、量は低水準になった。紀

伊水道のシラス漁が好漁でLあった以外， 0年魚は大阪湾で著しく少なく，相模湾，

伊勢湾，道東海域でも中水準であった。 I年魚、までの生残は不良であり， I年魚

は極めて低い水準となり，加入量の不良年となった。

③1978年級一産卵量は中水準で，初期生残は悪かったので，仔魚、量も低水準で、経過した。シラ

ス期は紀伊水道では豊漁であったが，遠州灘では中水準の漁となった。 0年魚、は

道東海域と相模湾で与は来遊量水準が低かったが，伊勢湾と大阪湾では比較的高水

準に経過した。 I年魚までの生残は不良であり， I年魚、の漁獲量は低い水準とな

り，加入量の不良年となった。

• I年魚段階における年級資源量：中位

①1987年級一産卵量の水準は高く，初期生残は中位で仔魚量も高水準に経過した。シラス期は

日向灘で不漁，遠州灘と紀伊水道では好漁であったが， 0年魚で、は大阪湾のみ好

漁であった。 I年魚までの生残はややよかったが， I年魚、の出現は中水準であっ

た。

②1982年級 産卵量は中水準で，初期生残はよかったが，仔魚量は中水準で経過した。シラス

期は日向灘と紀伊水道で好漁であった。 0年魚、は大阪湾，相模湾，伊勢湾で好漁

に経過したが， I年魚では中水準となった。 I年魚、までの生残指数も中位であり，

加入量も中水準になった。

③1984年級一産卵量水準と初期生残は共に悪く（ふ化時：よい，卵黄吸収時：不良），前期仔

魚、量は高水準であったが，後期仔魚量は中水準となった。シラス期は遠州灘で好

漁であった。 0年魚、は大阪湾で不漁の代わりに，道東海域の漁獲量は高水準で

あった。 I年魚までの生残は中位であり， I年魚は再び中水準となった。

(5）考察

I年魚としての加入段階における資源の評価や予測をするには，その前の発育段階である O

年魚の卵・仔魚・稚魚の現存量を把握し，評価するのが最も現実的かつ有効な手法である。本

論文では，卵・前期仔魚、・後期仔魚、期の各発育段階については魚類プランクトン採集調査の資
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料を用いて，後期仔魚のシラス段階については 3海域の漁獲量資料を使用して，その後の稚魚、

期については太平洋沿岸域の漁獲量資料を用いて各々の実態を記述した。

この結果，魚類プランクトン資料はほぼ後期仔魚、前期段階までの全体をほぼ把握できると考

えられるが，シラス期～稚魚期は資料の得られる海域が沿岸域に限定され，資料が不十分であ

ること，などのために総体を把握できない。現在得られている資料のうち，稚魚、期の量的な指

標として有効と評価されるものは，ソ連の TINROの亜寒帯水域における中層トロールによる

調査の資料である。

産卵から I年魚、として加入までの再生産過程を考えた場合，卵と後期仔魚前期の問，いわゆ

る，初期生残過程では平均1.2%位しか生残しない大きい減耗を生じるが，正の相聞があると

考えられる。しかし，発生後約半年後の 0年魚、およびI年魚として加入段階の評価によると，

産卵量との聞は正～負までの関係があり，概して負の相関が認められる。このことは，再生産

過程の中のシラス期一稚魚期の加入過程において，初期減耗期よりも加入量を左右する大きい

変動が生じていることを意味している。加入過程の時空間は日本の太平洋岸域一黒潮続流域一

亜寒帯水域の北西太平洋の広い範囲にわたっており， 4-12月の長期間である。しかし，道東

海域における発生後約半年の 0年魚段階の生残が産卵量と負の関係があるとすれば，その前の

発育段階である仔魚、から稚魚前期に加入量に関わる減耗が生じていると推定することができる。

これらの発育段階における調査資料は日本近海ではきわめて断片的なものしか得られていない

のが現状であり，この加入過程における実態の把握が，加入の予測と評価をするための鍵を

握っていると考えられる。



182 黒田一紀

第V章 初期生活期を中心とする再生産過程における生残（減耗）要因の動態と評価

1.物理環境要因

(1) 海域特性と冬季の海洋構造の特徴

東シナ海から薩南海域のトカラ海峡を通過した黒潮は本邦太平洋南岸域を東進し，さらに犬

吠埼沖から東北東へ転じて黒潮続流となる。年によって，黒潮系水から分離した暖水塊が三陸

沖に切離される。黒潮系暖水は日本近海に波及し，日本の沿岸帯の海洋生物相に大きい影響を

もたらしている。日本近海の中でも，太平洋沿岸域は黒潮の近接して流れる海域であり，黒潮

に最も大きい影響を受けている。また，この海域は，宇田（1937, 1940）が異常現象として記

載した遠州灘沖（紀州～東海道沖）冷水塊が発生することで特徴づけられている。それ以来，

大型冷水塊の出現は異常現象として考えられてきたが，岡田（1978）は，検潮記録を用いて既

往の記録を再整理した結果， 1895年以来 6回の大蛇行（大冷水塊発生）が記録されており，黒

潮の直進型流路と大蛇行型流路の存在期間はほぼ同じであり，特に異常現象ではないとの見解

を示した。これが現在の黒潮の大蛇行に関する理解の基をなしている。

マイワシの産卵期は10-8月にわたり，主産卵期は 2-3月で，冬季の最低水温期を中心に

産卵する（第阻章）。一般に，海洋の水塊構造は水温と塩分によって規定され，内湾域を除く

沿岸域と黒潮域では塩分よりも水温によって大きく支配されている。ここでは，マイワシの主

産卵期である冬季の海洋構造を明らかにするために，夏季のそれと対比して示した。

1) 紀伊半島沖の水温構造

1983年 3月9-10日に海上保安庁水路部の測量船「昭洋」が観測した136°E線における水温

の断面構造（Fig.51上）によると，黒潮流軸（200m層： 15°C）は32°15’N付近に位置し，そ

の内側沿岸域ではより低温であり， ドーム状の水塊構造が100m以浅に達している。逆に，そ

の外側黒潮域ではより高温で， 300m以深では沈降状構造がみられるが， 29°45'N付近の200m

深付近には顕著なドーム状構造が発達している。ここは，四国沖暖水塊の中心付近に位置し

(Fig.5-2），暖水塊の構造の特徴の 1つであると考えられる。

表面の潮境域は黒潮前線付近に顕著に出現し， 200m層の黒潮流軸の位置よりも沿岸側へ約

20海里ずれている。黒潮流軸のすぐ外側の黒潮主流域（強流帯）ではウオームコアが分布して

いる。表面から1000m層までの各層の最高水温と最低水温は，前者では約500m層に，後者で

は約200m層に水温の変曲点が存在する。その水温差は400-500m層（最大500m層）におい

て約 3-lQ°Cであり，表層（ 0～100m）と下層（900-1000m）で最も小さい（Fig.5-1上）。

一般に，海洋上層の水塊構造は基本的には 2型あり，海水の対流作用の強弱に左右されてお

り，海洋の表層では対流期には鉛直混合層が，成層期には成層が形成される。この 2型の海洋

構造は海洋生物，特にプランクトンの分布に大きな影響を与えている。成層期は4月頃に水温

の上昇とともに始まり，その盛期は年間の最高水温の出現に対応して夏季に生じる。 9月頃に

降温とともに鉛直混合が徐々に表層から始まり，成層が崩れて次第に表層混合層が厚くなり，

晩秋から初冬には完全に対流期にはいる。鉛直混合は年間の最低水温期である 2-3月に最も

発達する。表層混合層の深さは年によって異なり，冬季の季節風の強さと気温の高低などに支

配されている（Fig.5-3）。
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Fig.S・1. Vertical sections of water temperature along on the meridians of l36°E observed by the 

”SHOYO”of the Maritime Safety Agency on Mar. 9-10 of 1983 and of 135' 15’E observed by 

the”SHUNPUMARU”of the Kobe Marine Observatory on Jul. 7-9 of 1983. 

Reverse solid triangles indicate the Kuroshio current axis determined by 15℃ at 2伺mdepth. 

In the right, triangles indicate the maximum temperature at each depth, crosses indicate the mini幽

mum and circles indicate the difference between the maximum and the minimum temperatures. 
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tion of sardine eggs during middle February to middle March of 1983. 
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Fig.5・3. Schematic illustration showing the developing and disappearing processes of mixing or 

strati白cationlayers in a year at the surface layer of the sea. 
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そこで，冬季における海洋構造の特徴を対照的に明らかにするために，夏季の成層期である

1983年 7月 7- 9日の気象庁神戸海洋気象台の観測船「春風丸J(353トン）による135°15’E

線における水温の断面構造を示した（Fig.5-1下）。これによると，黒潮流軸（200m層：

15°C）は32°50’N付近に位置いその内側沿岸域ではより低温であり，ほほ200m層以深には

ドーム状の水温構造がみられる。一方，黒潮流軸の外側黒潮域ではより高温であり， 200m以

深では沈降状構造がみられる。冬季の200m 深にみられるような顕著なドーム状構造はみられ

ないが， 100m以深では30°15’N付近を中心に弱い沈降状構造がある。

夏季における表面の潮境域は冬季ほど顕著でなく，水温の水平傾度はより小さい。しかし，

冬季と同様に黒潮主流域にはウオームコアが分布している。沿岸から沖合域まで成層構造がみ

られ， 50m深付近には水温の躍層が発達している。表面から1000m層までの各層の最高水温

と最低水温は前者では150m付近に，後者では200m付近に変曲点があり，成層が表層200m 

まで発達していることを示している。最高と最低の水温差は約 1-9℃であり， 300-500m 

層を中心に最大の差が出現する。表層と下層における水温差の小さい傾向は冬季と同様で、ある

が，夏季の水温差は冬季よりやや小さく，夏季の水温差の最大層の出現層はやや浅い

(Fig.5-1下）。

2) 潮岬沖の黒潮を横断する表面海況

冬季（Fig.5-4上） : GEKによる表面海流は32°30’N付近に最大流速（約3.0ノット）を記録

し，東流成分の幅は約90海里であった。逆に，西流成分は黒潮主流域の両側に存在し，南側の

31° N 付近では最大約 1ノットに達した。

表面水温は32。40’N付近で水平勾配が大きく，黒潮前線の存在することを示し，黒潮前線以

南の水温変化は小さかったが，黒潮主流域では約 1°C低い水帯が分布した。一方，塩分は

34.6-34.8%。の範囲で，その変動幅は小さく，黒潮前線より沿岸側でやや低く，沖合黒潮側

でやや高い傾向を示した。現場密度は主に水温に支配され，その変動は水温のそれとは対照的

であり，沿岸に大・黒潮に小という変化傾向を示した。

夏季（Fig.5-4下） : GEKによる表面海流は32°45’N付近で最大流速（約2.8ノット）を記録し，

東流成分の幅は約170海里であり， 29° N付近でも東流が出現した。西流成分の出現は狭く，

30。N付近を中心に約80海里にわたって分布した。

表面水温は沿岸域から黒潮域へ上昇しつつ32。30’Nで最高を記録し，その沖合域では30°15’

N付近で最低となり，再び昇温した。一方，塩分は沿岸域で低く，沖合黒潮域で高い傾向は同

様であったが，冬季と比べて著しく変動し，特に黒潮前線付近と30°30’N付近における低塩分

の存在が目立った。この黒潮前線付近における低塩分の存在は日本近海における夏季の特徴で

あり，主に黒潮上流域である東シナ海起源の低塩分水が輸送されていることを示している。

現場密度は黒潮主流域以南と沿岸水帯では水温に支配され，ほほ水温と逆の変化傾向を示し

たが，黒潮強流帯を含む黒潮前線付近では塩分の変動が大きく，塩分濃度に支配される傾向を

示した。すなわち，現場密度は沿岸水と黒潮水で大，黒潮前線域で小とし寸変化傾向を示した。

3) 表層混合層

Fig.5-1の冬季と夏季の水温断面に示されるように，冬季には表層約200m に混合層が発達

する。一方，夏季の表層混合層は浅層に出現するのみであり，成層の盛期になると表層混合層

は10m以浅に存在するかあるいは全く消失する。表層混合層の発達は冬季の海洋構造の中で
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Figふ 4. Distribution of currents (E-W component), water temperature (T), sah凶ty(S), and density in 

situ （σt) at the surface along the Kuroshio current o釘 Shionomisakiobserved by the ”SHUNPU 

MARU”of the Kobe Marine Observatory on February (above) and July (below) of 1983. 

大きい特徴の一つであり，遊泳力の小さいプランクトンや魚類プランクトンの分布に影響を与

える。特に，基礎生産を担う植物プランクトン（クロロフィル a）の分布に影響を与えること

が知られている（黒田， 1987b）。

1年を通した混合層と成層の消長過程から，表層の海洋構造は大きく 2つの期間（冬季と夏

季）に分かれ，春と秋季には冬と夏季の移行型となる（Fig.5-3）。

熊野灘ー鹿島灘における冬季の表層混合層の特性に関する1964-1979年における調査結果
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（内山， 1980）によると，表層混合層は黒潮内側域で浅く，黒潮外側域では深い分布傾向を有

する。黒潮外側域の表層混合層は，年によって200m以深に達し，帯状に分布する傾向があり，

沖合に向って深くなる。そして， 200m層l8°C水帯の分布域と200m以深に達する表層混合層

の出現はよく一致する。一方，黒潮内側域における混合層は伊豆海嶺の西側域で深く，東側域

で浅い傾向をもつが，伊豆海嶺付近と鹿島灘のそれは，年による変動が大きく，複雑な分布傾

向を示す（例えば， Fig.5-5）。冬季における表層混合層の分布の特徴の 1っとして，黒潮内・

外側域のそれに比べて，黒潮前線付近の50m以浅における浅い混合層の存在がある（黒田ほ

か， 1985）。この狭い水帯は有光層の中に成層構造をもち，高いクロロフィル濃度の分布を呈

し，植物プランクトンの分布密度が高い海域として重要である。内山（1980）によると， 1964

-1979年の伊豆海嶺西側の黒潮内側域（熊野灘ー遠州灘）における表層混合層の深さの平均値

は経年的にかなり変動している。この期間では，表層混合層は1964年に最深で， 1974年に最も

浅く，その差は約 2倍に達している（Fig.5-6）。混合層の深さは基礎生産と密接な関係があり，

有光層より深い場合には植物プランクトンの増殖は抑制され，現存量は減少するが，中層から

の栄養塩の回帰が高まるために春季増殖にプラス要因となり，逆に有光層より浅い場合には，

逆の現象が生ずることが考えられる。

4) まとめ

冬季の海洋構造の特徴は，夏季のそれと対照することによって抽出した。

1. 表面塩分は年間で最も高く，その変動幅は極めて小さし当。

2. 水温は年間で最も低いが，気温よりも高く，気温と水温の差は年間で最も大きい。表面

水温の変動が現場密度を規定しており，水温が環境要因としてより重要である。

3. 水温の水平勾配は黒潮前線付近で最も顕著で、あり，ここは黒潮の強流帯とも一致してい

る。したがって，黒潮前線付近は環境変動の大きい水帯として，かっ生物群集の輸送場

として重要で、ある。

4. 黒潮前線付近は収束場となっており（友定ほか， 1986），プランクトンや魚類その他の

沿岸生物や物質を集積する収束作用があり（Uda.1938），潮境（潮目）として重要で

ある。

5. 黒潮前線付近には前線渦が形成され，沿岸水の引き込み作用と栄養物質を下層から供給

する作用として重要である（川合， 1955；山本， 1984；佐々木ほか； 1985）。

6. 海水の対流作用によって鉛直混合が発達し，表層混合層が年間で最も深くなる季節であ

る。しかし，黒潮主流域（黒潮前線付近を含む）の高温帯では表層に成層が形成される

特徴があり，冬季でも植物プランクトンの増殖が活発な水帯として存在する（黒田ほか，

1985）。

7. 北西季節風が卓越し，太平洋沿岸域では地形の影響を受けて，風の影響を受けやすい海

域と受けにくい海域がある。

受けやすい海域：九州西岸→薩南海域，豊後水道→日向灘，紀伊水道，伊勢湾→遠州灘

→伊豆近海

受けにくい海域：日向灘南部一大隅半島沿岸域，土佐湾一紀伊水道西部域，熊野灘，駿

河湾，相模湾，房総沿岸一鹿島灘沿岸域
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Fig.5・5. D凶 ributionof the surface mixing layers(lO 'm) observed by the ”SOYOMARU”of the 

Tokai Regional Fisheries Research Laboratory on February to March of 1972. 

Solid dotted line indicates the Kuroshio cu町 entaxis. 
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Fig.5・6. Yearly changes of mean surface mixing layers in the coastal water from Kumanonada to血elzu 

Ridge on February to March during 1964 to 1979. Referred from the temperature data observed 

by the”SOYO MARU”of the Tokai Regional Fisheries Research Laboratory目
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産卵場における水温変化の特徴と経年変化

紀伊半島沖の水温の月別変化

1964年10月一1969年 9月（ 5年間）の紀伊半島沖沿岸一黒潮域における表面， 100m, 200 m 

層の水温の月別変化を海上保安庁水路部の「海流通報（再開） 20周年」の資料から作図した

(Fig.5-7）。この紀伊半島沖における水温の月別変動は太平洋岸域（薩南一房総沖海域）

マイワシの再生産過程
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F詔ふ7. Monthly changes in mean water temperature at the surface layer (solid circle), 1帥 nlayer 

(cross) and 200m layer (triangle) off Kii Peninsula. Bar lines indicate the range of maximum and 

minimum temperatures. Referred from the data of”The Twenty Years for Information Service 

of Currents" by the Hydrographic Office of the Maritime Safety Agency. 
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この図によると，年間の水温範囲は表層では最大（30.0℃）～最小（18.5°C）の範囲にあり，

年平均値は23.5°Cであった。 100m層では最大（23.0°C）ー最小（18.0'C）の範囲で，年平均

値はzoscであり， zoom層では最大（17.0℃）ー最小（16.0℃）の範囲で，年平均値は

16 SCであった。各層における年較差は，表面では9.0°C, 100 m層では4.5°C, ZOO m層で

l .0°Cであり，表面で最も大きかった。年間の最低水温は表面と 100m層では 3月に， ZOOm 

層では 6~ 7月に出現した。一方，最高水温f直は表面では 8月に， 100m層では11月に， zoo

m層では11月一12月に出現した。

当海域の表層における年間の最低水温の出現月は 2-3月であり，この時期はマイワシの主

産卵期に相当している。

2) 太平洋岸域における水温変動の特徴

気象庁発行の「i毎J兄旬報Jの月平均水温の平年（30年間の平均値）偏差図から，主産卵期を

含む 1-4月の平均偏差値を読み取って固化し， 1970-1989年における経年変動から，太平洋

岸域の各海域（Fig.5-8）における水温変動の特徴を調べた（Fig.5-9）。

Figふ

〆’
130 135 140 E 

of water temperature frorr】theyearly mean are read after th巴”Ten-dayOceanogr a 

phic Report" of the Japan Meteorological Agency. 
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五島i難・甑島近海～薩南海域における水温の平年偏差はほぼ同様な経年変化傾向を示し，

1970年には負偏差であったが， 1971-1979年には正偏差を持続し，偏差値は五島灘と甑島近海

では1973年に，薩南海域では1976年に最も高くなった。 1980年代では， 1982・83・85・87・89

年に正偏差， 1981・84・86年に負偏差を示したが，偏差は±0℃台の小さい値であった。
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Fig.5・9・I. Yearly changes of the deviations from the monthly mean water temperature in each area from 

Gotonada (A) -Satsunan area (C) -Kii Channel (F) and during January to April of 1970 to 

1989目 Referredfrom the”Ten-day Oceanographic Report”of the Japan Meteorological Agen-

cy. Mean values are averaged from the data for 30 years during 1956 to 1985. 

White parts indicate temperature zones by 1℃ of the deviations from monthly mean water 

temperature, and black ones indicate main ones. Oblique lined parts indicate no data tempera-

ture zones. 

Fig.5・9・2. Yearly changes of the deviations from monthly mean water temperature in each area from 

Kumanonada ( G) -Kashimanada (K) during January to April of 1970 to 1989. Referred from 

ti】E

av巴ragedfrom ti】Edata for 30 yea路 during1956 to 1985. 
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土佐湾と紀伊水道においては，後者では1973年に正偏差が顕著であったことを除いて，水温

の平年偏差はほぼ同様な経年変化の傾向を示した。すなわち， 1975・88・89年に正偏差，その

他の年には1983年を除いてほほ負偏差を示した。 1971～1985年において土佐湾・紀伊水道の水

温の平年偏差は，五島灘・薩南海域で正偏差を示す場合，逆に負偏差になる傾向にあった。日

向灘は上記海域の中間の傾向を示し，正偏差を示す年は薩南海域と同様であり，負偏差を示す

年は土佐湾～紀伊水道と同じであった。偏差値は1979年以降小さくなり， 1980年代にはほぼ±

O℃台であった。

熊野灘においては，正偏差は1972・73・78・79・88・89年に，負偏差は1970・71・74・76・

77・1980-87年に出現した。五島灘ー房総沖ではほぼ同様な経年変化傾向を示し， 1979年と

1987～89年に正偏差であった以外，負偏差が卓越した。遠州灘～伊豆近海ではほぼ同様な変化

傾向を示し， 1976-1979, 1987～1989年に正偏差， 1970-1975, 1980-1986年には負偏差で

あった。熊野灘ー鹿島灘における負偏差値は北方に行くほど大きくなる傾向をもっていた。負

偏差の傾向は鹿島灘では1981・83・84・85年に大きく，特に1984年には－ 5 °C台に達した。

その中で， 1970・71・74・1980-85年には全海域にわたり偏差が大きく，顕著であった。逆に，

1979・87・88・89年には熊野灘～鹿島灘において正偏差の傾向がみられた。

五鳥灘ー鹿島灘の全海域において正偏差を示した年は1988年のみであり， 1989年（遠州灘を

除く）, 1987年（熊野灘・鹿島灘を除く） , 1979年（土佐湾・紀伊水道を除く）も正偏差が卓越

した。逆に，全域で負偏差を示した年は1970・80・81・84・86年であった。

以上， 1971～1989年の太平洋岸域一五島灘における水温の変動傾向をまとめると，

① この海域における水温の経年変化の中では，負偏差卓越： 1970・1980～1986年（特に

1970・84年）と正偏差卓越： 1976-1979年，1987 -1989年（特に1979・88年）がある。

② 潮岬以西海域の水温の偏差値は以東海域よりも正偏差では大きく，負偏差では小さい。

③ 北方海域ほど水温の負偏差になる年が多く，南方海域ほど正偏差になる年が多い。

④土佐湾・紀伊水道・熊野灘は南方海域と北方海域の中間的な性格の海域であり，そこの

水温の偏差値は小さく負偏差になる年が多い。

⑤ 1970年代の薩南海域における水温の正偏差と1976-1979年の遠州灘～伊豆近海の正偏差

の出現傾向は太平洋岸域におけるマイワシの主産卵場の形成と関係すると考えられる。

⑥卓越年級群の形成年は水温の正偏差の卓越年でなく，どちらかというと負偏差卓越年で

ある。

3) 水温の長期変動傾向とマイワシの産卵

友定 (1988）は水温の長期変動とニホンマイワシの漁獲量の長期変動について，戦前におけ

る産卵場（薩南～足摺岬沖）と索餌場（道東海域）および戦後における産卵場（薩南海域）と

索餌場（三陸沖）の水温変動と漁獲量との関係を検討し，マイワシ資源の増加期には産卵場が

高温期，索餌場が低温期であり，逆に資源の減少期には産卵場が低温期，漁場が高温期である

と報告した。

ここでは， 1970・80年代における薩南海域と伊豆近海を中心とする熊野灘一鹿島灘における

マイワシの産卵量と水温の長期変動との関係を調べ，友定（1988）の報告したマイワシ資源の

増加期に産卵場が高温期かどうかについて検討した。

例 1: 1964-1982年の伊豆近海における水温の平年偏差の積算変動曲線（Fig.5-10）による
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Fig.5・10. Accumulated temperature curves (dotted line) of the deviations from monthly問印刷ter

temperature around Izu Islands during 1954 to 1984 (after Tomosada, 1988) and sardine egg pro-

duction (solid circles) in the sea of Kumanonada to Kashimanada. 

-60 

と， 1964-1971年には低温期， 1971-1979年には高温期， 1980年以降平年並みになっている。

この期間の熊野灘ー鹿島灘における産卵量は1964～ 1971年には極めて低水準で、推移したが，

1972年以降増加しはじめ， 1974年から1978年（688兆粒）まで急増したが， 1979年以降急減し，

1982年には近年では最低の40兆粒を記録した。水温の高温期と産卵強度の増加期はよく一致し

ており，その状況は1972-1979年に顕著にみられた。 1980年以降の平年水温期には産卵強度は

急i成した。

例 2: 1964～ 1988年の薩南海域中央部における南北ライン（31°05’N-28°45’N）で3月上

旬に観測された50m層水温とその平年偏差積算値（Fig.5-11）によると， 1965-1972年には低

温期， 1974～ 1985年には1976・78年を除いてほほ高温期になっており， 1986・87年に低温期に

なった後1988-89年には再び著しく高温になっている。友定（1988）の作成した表面水温の変

動傾向も上記の水温の変動傾向とほぼ一致している。一方，産卵量は1978年から算出されてお

り，経年変動の幅が大きいが，概していえば，増加傾向を示している。したがって，水温の高

温期には産卵強度が増大する傾向があることを示しているが，最近2年（1988・89年）の高温

における産卵強度は減少傾向にあり，高温の影響が示唆されている（皿章）。

Yanez (1989）は1950-1988年におけるチリーマイワシの漁獲量の長期変動と積算表面水温

偏差の関係について解析し，マイワシの漁獲量の増加は高温期に生じ，逆に低温期には減少す

ることを指摘した。すなわち， 1972-1973年のエル・ニーニョ発生後の1974年頃からの高温期

においてマイワシの産卵強度が高まり，漁獲量の増加につながったと述べた。これはニホンマ

イワシで得られた本論文の結果と同様である。すなわち，チリーマイワシとニホンマイワシで



I 
f oJ '¥ !¥ (¥ 
~ -~い＼! l ... 

j -2~ [ ¥¥  

-4~ Ii:』
ち｜
トー I 

~ -6~ ＼、今〆

』 h ・
l ＇・・＇.! :., : 

-10・＇ -'-I ，蜘 1的 19"75 1980 1鰯
旬 JmlCh. - f t ＋ーーー o+o＋ー O⑥⑥ 0OOOOi>O@OOO j － ，.－－＋＋一一一一一一＋ー＋ O⑨＠ 000000@i Ta叫ーー＋＋一一ー ー一 O ＋＠＠⑨⑨⑥ ooo+oo
陶頂bor問一一ーー一一 ーー＋＠ + 0 ⑨⑨⑥⑥⑥⑨＠＠＋  

Figふ11. Upper: Yearly changes of the maximum value (circle), mean value (cro崎） and minimum value 

of wa総rtemperat町官（triangle)at 50m depth on the longitudinal section仕om31°N to 29。Nat 

the central p訂 tin Satsunan area observed by the Kagoshima Prefectural Fisheries Experimental 

Station on March of 1964 to 1989. Broken lines indicate the means of each values. 

Middle: Ac氾urr

temperatu民 at50m depth on白econtinental shelf of the abov巴 linein Satsunan area during 1964 

to 1989. 

Ac四 mutatedtemperature curves (dotted line) of the deviations from monthly means of surfaα 

tempera tu民 inSatsunan a民 a(after Tomosada, 1988) and sardine eggs （αrcles) sp岨wnedin Satsu-

n直narea during 1978 to 1988 

Iρ，wer: Showing the presenαof spawning grounds and spawning int巴nsitiesin Satsunan area. 

百 eturns of白esymbols (double circle, cir℃le, plus) indicate stronger spawning intensities. The 

double circle indicates the strongest. The minus indicates no spawning. 
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は水温の高温期に産卵強度が高まるために，加入量が増大し，資源が増加することを示唆して

いる。

(3）主産卵期における水塊の配置

主産卵期である 2-3月の太平洋岸域における水塊配置の特徴について検討した。この海域

における水塊の配置は黒潮流路と関係し，表層の流動系を支配している。そして，表層の流動

系は卵や仔稚魚、の輸送分散と深く関連している。

本邦太平洋岸域では，四国沖一紀伊半島沖の黒潮外側域に暖水塊が存在する（Fig.5-1）。そ

して，半永久的に存在し直径500kmに達する大規模の暖水塊の動向が黒潮の変動を左右して
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いるといわれている（Hasunumaand Yoshida, 1978；西山ほか， 1980）.一方，黒潮内側域の

遠州灘を中心とする紀伊半島沖ー伊豆近海には冷水塊が形成される（Fig.5-1）。この冷水塊が

大型に発達した場合には，黒潮は大蛇行流路となり，冷水塊はその中心の位置によって紀伊半

島沖，遠州灘i中あるいは東海道沖冷水塊などと呼ばれている。逆に，冷水塊が発達しない場合

には，黒潮が直進型流路となり，冷水塊は小規模である。 B・C型を含む直進型流路の場合の

冷水塊における200m層の最低水温は大蛇行期よりも低温傾向を示し，資料は少ないが， B型

の時の最低水温が最も低い傾向を示した。

ここでは， 1971～ 1989年の冬季における暖水塊（400m層水温の高温域の中心）と冷水塊

(200 m層水温の低温域の中心）の位置の経年変化（Fig.5-12）を水塊配置の特徴として検討し

た。
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Fig.5-12. Yearly changes of the centers of warm water mass (cross) outside the Kuroshio current and of 

cold water mass (solid circle) inside the Kuroshio along the Pacific coast of southern Japan during 

1971 to 1989. Numerals in the figure indicate the years in the Christian Era. 

黒潮流路がA型（As型）の場合

暖水塊は，冷水塊と暖水塊を結ぶ線の最も南西方向にある四国沖の29-31° Nに位置した。

冷水塊は31°50’ー33。N付近の最も南西方向に位置し，冷水塊中の200m層の最低水温は 9-

l1°C台（平均10℃台）で高い傾向を示した。

黒潮流路がN型の場合

暖水塊は，冷水塊と暖水塊の結ぶ線の北東方向にある紀伊半島沖のほほ31° N台に位置し，

冷水塊も北西方向の34°N付近の伊豆諸島付近から遠州灘に位置した。冷水塊中の200m層の水
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温は 9-10℃台で低かった。

黒潮流路がC型の場合

暖水塊は， AとN型の中間である30°30’ー32°N付近に位置し，冷水塊は32。30’～34°N付近に

位置した。冷水塊中の200m層の水温は 9-lO°C台であった。

要約すると，暖水塊と冷水塊は黒潮流路がA型の時に最も南西方向に位置して水温が高く，

逆にN型の時に最も北東方向に位置して，水温が低い。そして， C型の時には両水塊はA型と

N型流路の時の中間部に位置して，水温はN型と同様に低い。両水塊の問の距離は年によって

約 2倍に近い差異が生じる場合もあるが，平均すると黒潮流路型による差異はなく，その距離

は約200海里であった。大蛇行流路（A型）の持続は1976-1979年にあり，この期間における

冷水塊中の200m層の最低水温は年々上昇する傾向を示した。一方，直進型流路（N型）の持

続は1972～1975年にあったが この期間における冷水塊の状況は特に傾向変化を示さなかった。

また，暖水塊と冷水塊を結ぶラインは北東一南西方向であり，そのラインから東や西へずれる

年は流路の変化を生じた年といえる。

(4）表層流動系と輸送分散

第E章の資料と方法に記述したように，本州南方海域には As, A, B, C, Nの5型の代

表的な黒潮流路が認められている。この中で，海洋生物の分布と関係深い流型は As, A, C, 

Nの4型であると著者は考えている。ここでは， As型の場合の資料がまとめられていないの

で， A (Asを含む）， C, Nの3型について各々の表層流動系の特徴を抽出することに努めた。

小林（1986a）は半月毎に海上保安庁水路部から発行されている海洋速報を参照して黒潮流

路を分類し， 1953～1980年の日本近海における GEKによる表面流速資料を代表的な黒潮流路

の2型（大蛇行型： A, Asと非大蛇行型： N, B, C）の出現期間別に，緯経度15分メッ

シュ毎に集計・整理した。そして，大蛇行型と非大蛇行型の場合における平均流況図を作成し，

遠州灘と熊野灘における流況の特徴（小林ほか， 1984；小林ほか， 1986）と陸棚水と外洋水の

混合（小林， 1986b）について報告した。

ここでは，さらに黒潮流型のC型を分離して大蛇行型（A, As）と非大蛇行型（N, B, 

C）の 3型の黒潮流路についてその一般的な流動特性を記述し，小林（1986a）が開発した平

均流動モデル（Fig.5-13）を用いた数値計算手法を用いて， 1971-1984年の主産卵期における

産卵量の分布を適用して，卵から後期仔魚前期における輸送分散の経年変化の特徴について調

べた。

1) 黒潮流路型による表層流動系の特徴

大蛇行型流路（A, As）の場合

遠州灘～熊野灘の陸棚水は沖合へ流出しやすく，また同時に外洋黒潮系水は陸棚域へ流入し

やすい（小林ほか， 1986）。大蛇行流路時には，この海域に大冷水塊が存在して左旋環流が発

達する。また，大蛇行流路は遠州灘でS字型になることが多く，その時には遠州灘沿岸域に東

向流が認められる。また，黒潮主流域から外側域へ黒潮水が環流する傾向がある。小林

(1986a）によると，薩南海域における流路変動の安定度は高く，日向灘一四国沖では黒潮の

流速はより小さい。潮岬沖～遠州灘沖の黒潮は南東向きに流れる海域ではやく，遠州灘の左旋

環流と四国沖の右旋環流の各々西半分で収束する傾向がある。
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非大蛇行型流路（ N, B）の場合

197 

遠州灘ー熊野灘の陸棚域から沖合まで広がる沿岸水を形成し 陸棚域から流出する速度は遅

い。そして，外洋黒潮系水は陸棚沿岸域に流入しにくい（小林ほか， 1986）。遠州灘の沿岸域

に東南向きの弱い流れの存在が認められる。

C型流路の場合

遠州灘ー熊野灘では沖向きの流れが卓越し，この流路は冬春季に出現することの多い特徴を
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もっている（小林ほか， 1984）。また，熊野灘には黒潮主流域から暖水舌が入りやすい（竹内，

1988）。

2) 主産卵期における産卵後10日間における卵仔魚の輸送分散の軌跡の経年変化とその特徴

(Fig.5-14-1～7) 
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Fig.5-14・I. Routes of sardine eggs and larvae for ten days from the main spawning grounds during 1971 

to 1972 with reference to「AverageCurrent Model」 byKobayashi (1986a) (after Kobayashi, 

unpublished data). Circles indicate days and crosses indicate odd days. 
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• 1971年（黒潮流路： C型；産卵場：日向灘沿岸域，土佐湾）

沿岸域から黒潮に吸収される傾向がある。

• 1972年（黒潮流路： N型；産卵場：日向灘南部沿岸域，土佐湾，紀伊水道東部域）

沿岸域から黒潮に吸収される傾向がある。しかし紀伊水道では滞留する。

• 1973年（黒潮流路： N型；産卵場：日向灘南部沿岸域，土佐湾，潮岬i中，伊豆近海）

199 

沿岸域から黒潮に吸収され，黒潮沿いに東流する。伊豆近海からは房総沖を経て，鹿島灘
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Fig.5・14-2. Routes of sardine eggs and larvae for ten days from the main spawning grounds during 1973 

to 1974 with reference to「AverageCurrent Model」 byKobayashi (1986a) (after Kobayashi, 

unpublished data). Circles indicate days and crosses indicate odd days. 
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へ分散する0

・1974年（黒潮流路： N型；産卵場：日向灘沿岸域，土佐湾，紀伊水道西部域，熊野灘，伊豆

近海）

沿岸域から黒潮に吸収され，黒潮沿いに東流する。伊豆近海からは房総沖を経て，鹿島灘

へ分散する0

・1975年（黒潮流路： N-C-N型；産卵場：土佐湾，紀伊水道西部域，伊豆近海）
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Fig.5・14・3. Routes of sardine eggs and larvae for ten days from the main spawning grounds during 1975 

to 1976 with reference to「AverageCurrent Model」 byKobayashi (1986a) (after Kobayashi, 

unpublished data). Circles indicate days and crosses indicate odd days. 
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沿岸域から黒潮に吸収され，黒潮沿いに東流する。伊豆近海のものは滞留する。

• 1976年（黒潮流路： A型；産卵場：大隅海峡，土佐湾，紀伊水道西部域，熊野灘，駿河湾，

相模湾，伊豆近海）

沿岸域から黒潮に吸収され，黒潮沿いに東流する。しかし，土佐湾東部域，紀伊水道，熊

野灘で、は滞留しやすい。伊豆近海，駿河湾，相模湾のものは房総沖から鹿島灘へ分散し，

143° Eより東に達する。
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Fig.5・14-4. Routes of sardine eggs and larvae for ten days from the main spawning grounds during 1977 

to 1978 with reference to「AverageCurrent Model」 byKobayashi (1986a) (after Kobayashi, 

unpubli日heddata). Circles indicate days and crosses indicate odd days. 
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• 1977年（黒潮流路： A型；産卵場：大隅海峡，土佐湾，紀伊水道西部域，熊野灘，遠州灘，

伊豆近海，棺模湾）

沿岸域から黒潮に吸収され，黒潮沿いに東流する。しかし，土佐湾の一部，紀伊水道，熊

野灘では滞留しやすい。伊豆近海・相模湾のものは房総沖から鹿島灘へ分散し，伊豆近海

のものは143°Eより東に達する。

• 1978年（黒潮流路： A型；産卵場：薩南海域，土佐湾，遠州灘沿岸域，伊豆近海）
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Fig.5・14-5. Routes of sardine eggs and larvae for ten days from the main spawning grounds during 1979 

to 1980 with reference to「AverageCurrent Model」 byKobayashi (1986a) (after Koba）明hi,

unpublished data). Circles indicate days and crosses血dicateodd days. 
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沿岸域から黒潮に吸収され 黒潮沿いに東流する。伊豆近海のものは房総沖から鹿島灘に

分散し，伊豆近海のより南に位置するものは143°E以東へ達する。

• 1979年（黒潮流路： A型；産卵場：薩南海域，日向灘沿岸域，土佐湾，熊野灘，遠州灘沿岸

域，伊豆近海）

沿岸域から黒潮に吸収され，黒潮沿いに東流する。しかし，日向灘，土佐湾，熊野灘では

滞留する。伊豆近海のものは房総沖から鹿島灘へ分散し， 143°Eより東に達する。
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Fig.5・14-6. Routes of sardine eggs and larvae for ten days from the main spawning grounds during 1981 

to 1982 with reference to「AverageC町 rentModel」 byKobayashi (1986a) (after Kobayashi, 

unpublished data). Circles show days and crosses indicate odd days. 
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• 1980年（黒潮流路： A B A型；産卵場：薩南海域，土佐湾，紀伊水道西部域，熊野灘，伊

豆近海）

沿岸域から黒潮に吸収され，黒潮沿いに東流する。しかし，土佐湾の一部，紀伊水道，熊

野灘では滞留する。伊豆近海のものは房総沖から鹿島灘沖（143°E以東）へ分散する0

・1981年（黒潮流路： N型；産卵場：薩南海域，日向灘，土佐湾，伊豆近海，房総沖）

沿岸域から黒潮に吸収される。薩南海域の黒潮域のものは黒潮主流域をそのまま分散する
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Fig.5・14-7. Routes of sardine eggs and larvae for ten days from the main spawning grounds during 1983 

to 1984 w凶 referenceto「AverageCurrent Model」 byKobayashi (1986a) (after Kobayashi, 

unpublished data). Circles show days and crosses indicate odd days. 
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傾向があるO 伊豆近海のものは滞留する。伊豆近海と房総沖のものは鹿島灘沖（143。E以

東）へ分散する。

• 1982年（黒潮流路： N B A型；産卵場：薩南海域，日向灘南部域，土佐湾，伊豆近海）

沿岸域から黒潮に吸収される。伊豆近海のものは鹿島灘沖（143°E以東）へ分散する。

• 1983年（黒潮流路： A型；産卵場：薩南海域，日向灘，土佐湾，紀伊水道東部域，遠州灘）

沿岸域から黒潮へ吸収され，黒潮沿いに東流する。黒潮内の東流は早い。しかし，紀伊水

道では滞留する。遠州灘のものは房総沖に達する。

• 1984年（黒潮流路： C型；薩南海域，四国沖黒潮域，伊豆近海）

薩南の西部域と伊豆近海のものは滞留する。薩南黒潮域のものは黒潮外側域へ分散する。

薩南の沿岸域と四国沖黒潮域のものは黒潮主流域を主に分散する。

以上を要約すると，

1971-1975年：沿岸域に産卵場が形成されており，卵は沿岸域から次第に黒潮に吸収され，

黒潮主流域を分散する傾向が顕著である。 1971年の黒潮流路はC型であったが， 1972-1975年

のN型とほぼ同様な分散傾向を示した。 1975年の黒潮流路はN型基調であったが，産卵期に一

時的にC型となったために，伊豆近海の卵は滞留する傾向にあったと考えられる。土佐湾から

伊豆近海に分散するには最低10日を要することが示された（1972年）。伊豆近海から房総沖を

経て鹿島灘への分散が1973・74年にみられた。

1976～ 1980年：沿岸域に産卵場があり，沿岸域の海域特性によって沿岸域（薩南，土佐湾西

部域，伊豆近海）から黒潮に吸収され，黒潮主流域を分散する場合と沿岸域（日向灘，土佐湾

東部域，紀伊水道，熊野灘）に滞留しやすい場合とがあった。主産卵場の伊豆近海（相模湾含

む）の卵は黒潮主流域に早く吸収され，房総沖から鹿島灘沖へ分散する傾向が顕著であった。

相模湾に近接する産卵域からの輸送分散は伊豆近海のものより遅く，沿岸域を分散しつつ鹿島

灘に達する。薩南海域の産卵場からの分散は産卵場が沿岸域にあるほど遅く，黒潮域にあると

早い傾向があり， 10日間で四国沖から紀伊水道沖に達する。

1981年：黒潮はN型流路であり， 1972-1975年のN型流路時と同様に黒潮に吸収され，黒潮

主流域を分散する傾向を示した。伊豆近海からの分散速度は1972-1975年よりも早い傾向がみ

られる。

1982-1983年：沿岸域の産卵場からの卵は黒潮に吸収され，黒潮主流域を分散し， 10日間で

薩南海域のものは紀伊半島沖の大蛇行流路へ達し，そして伊豆近海のものは鹿島灘沖へ達して

おり，分散速度が早い。

1984年：黒潮主流域の産卵強度が大きく，薩南の黒潮域のものは黒潮外側域へ分散する。四

国沖の黒潮域のものは伊豆諸島の外側域へ分散する。伊豆近海では滞留傾向が強いが，薩南沿

岸域のものは黒潮に吸収され，黒潮主流域沿いに分散する。

次に，産卵してから 5日経過後に分散している海域（沿岸域，遠州灘渦流域，黒潮主流域，

黒潮外側域）における滞留率の経年変化（Fig.5-15）によると，沿岸域の滞留率は年々減少す

る傾向が著しい。これは，沿岸域中心の産卵から伊豆近海，薩南海域，黒潮主流域に重心のあ

る産卵に変化していたためと考えられる。一方，黒潮主流域における滞留率は概して横ばい傾

向にあったが， 1978・80・84年にやや増加する傾向を示した。逆に，黒潮主流域の滞留率の低
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days from spawning grounds along the Pacific coast of Japan. 
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い年は1976・77・79・82年であり，これは，これらの年には鹿島灘沖へ分散する割合が多いた

めと考えられる。黒潮外側域において 5日後に滞留する割合は上記2海域に比べて小さいが，

1977年頃からそれまでの約 3倍以上に増加する傾向があり，特に1984年には顕著であった。

1984年には，薩南海域や四国沖の黒潮域における卵が黒潮外側域に分散したためと考えられる。

黒潮主流域における産卵強度は1985年以降顕著になっている（皿章）ことから，黒潮外側域

に滞留する傾向はさらに増加していると考えられる。また，大蛇行期間にのみ出現する遠州灘

の反流域において 5日後に滞留する年は限られ，それは， 1976～ 1980年と1983年であり，この

中では1976年の滞留率が最も大きかった。

(5）初期生残と物理環境要因

卵から僻化仔魚、を経て後期仔魚初期（約10mmまで）

律性が最も少なく，種々の適応形態・生態をそなえながらも，

ける時期である。

までの初期生活期は生活史の中では自

自然環境の影響を最も大きく受
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太平洋岸域の主産卵期は 2-3月であるので，薩南から鹿島灘までの産卵場からの仔魚、の輸

送分散を含めると初期生残に関わる主要な時空間は，時間的には 2-5月頃であり，空間的に

は薩南一鹿島灘沖（145° E付近まで）の沿岸域一黒潮域に焦点をしぼることができる。黒潮上

流域に比べて黒潮の下流域ほど卵仔魚の出現時期はやや遅れ，卵の出現割合が少なし逆に仔

魚の出現割合が多くなる傾向がある。また，主産卵期が1年のうちの最低水温期であるという

ことは，亜熱帯水における植物プランクトンの増殖期（後出）にあたることおよびこの海域に

おけるこの時期は年間のうちで最も捕食者の少ないという観点から，マイワシの産卵は適応的

意義があると指摘できる。冬季が年間のうちで最も捕食者の少ない点については，既に船越・

柳橋（1983）も指摘している。

この海域では，黒潮が日本の南岸沿いに近接して流れており，黒潮流路およびその変動が生

物現象に大きな影響を与えている。初期生残過程の卵仔魚は，表層流動に依存して輸送され，

分散している。そして，黒潮前線付近の収束水帝に吸収されて，黒潮主流域を浮遊しつつ，さ
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Fig.5-16. Relation of mean water temperature of egg distribution and survival indices at the hatching 

戸riod(cross, LA/ET), the yolk absorption period (triangle, PLT/LA) and the early mortal 

period from egg to postlarvae less than lOmmσL) along the Pacific coast of southern Japan. 

Numerals in the figure indicate the years in the Christian Era. 
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らに分散するのが基本的な分散型であると考えられる。この現象は資源量の大小，すなわち，

産卵量の多少にかかわらず，生じている現象で，マイワシの生活史に組込まれた重要な環境要

因であると考えられる。すなわち，表層流動は初期減耗率の異なる 3海域（沿岸域，黒潮主流

域，黒潮外側域）への輸送分散を支配しており，極めて重要な役割を果している。

初期生残を支配する他の物理要因として，水温耐性がある。物理環境要因としては塩分もあ

るが，冬季を中心とする限定した時空間の場では，塩分の変動は水温に比べて極めて小さく，

水温変動が主役である。マイワシの産卵水温は13-21°Cの範囲内にあることが知られており

（皿章）' 13℃以下と21°C台以上の水温帯は産卵，卵・仔魚の発生に障害になると推定される。

水温と初期生残率との関係についての具体的研究例はみあたらない。太平洋岸域における

1978年以降の卵期の平均分布水温とふ化時（LA/ET），卵黄吸収時（PLT/LA）および卵から

全長lOmmの後期仔魚まで（PLT/ET）の初期生残指数の関係（Fig.516）をみると，水温と

ふ化時の生残指数との聞には正の相聞が期待されるが，卵黄吸収時の生残指数および初期生残

指数との間には相聞がないか，逆に負の相関の可能性がある。このことは，ふ化時には水温が

規定要因として重要であるのに対して，卵黄吸収時には水温以外の要因が規定要因としてより

重要で、あり，卵から全長10mmまでの初期生残過程ではふ化時よりも卵黄吸収時の影響が強く，

それに左右されていることを示していると考えられる。前章の結果からみると，高水温期には

初期生残率は良好であり，低水温期には不良で、あると推定される。このような水温の影響につ

いては， 1959年にローマで開催された FAOの国際イワシ族生物学会議で討議された。この会

議では，世界のニシン・イワシ類の漁獲変動の要因は環境変化であるとの結論に達し，資源の

減少は低水温期に生じるとされた。この内容は，低水温期には仔魚の生活期（ t ）がのび，生

残率が指数函数的（e at）に減少すること，産卵期がずれて仔魚と餌のサイクルが合わなくな

ること，水温が産卵期の範囲に影響し，産卵期間が短くなること，雌 1尾の産卵量が減少する

ことによるという考えである（字国， 1978）。本論文では，資源の増加期から高水準期には産

卵量が増加する傾向にあることが認められた。これは，高水温期に初期生残も良好であるとの

推定を支持する。

その他の要因として，冬季に卓越する季節風による時化や風浪による卵・仔魚の死亡がソ連

の研究者によって指摘されている。

2.生物環境要因

(1) ク口口フィルaの分布特性と経年変動

本州南方海域におけるクロロフィル a濃度は冬季に最も高く（40-60mg/m2），春・夏・秋

季にはほぼ同程度であり（(20-60 mg/m2），四季を通じると沿岸水で濃度が高く，逆に沖合

黒潮水で低い傾向がある（黒田， 1987b ; Imai et al., 1988）。

黒田（1985b）によると，当海域の表面におけるクロロフィル aの分布は陸棚域においてや

や高く，沿岸内側域一黒潮域においては低いが，黒潮前線付近から黒潮強流帯では陸棚域に匹

敵する高濃度域がパッチ状に出現する特徴がある。黒潮前線を含む黒潮強流帯においてクロロ

フィル濃度が相対的に高いことが実測された。

この海域の地理的な特徴は亜熱帯水である黒潮の影響が大きいことであり，亜熱帯水域では

最低水温期である冬季に対流混合による栄養塩の回帰が原因となって珪藻類を主体とする植物
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プランクトンの増殖が生じて，その現存量は年間で最も高くなると考えられている（黒田，

1987 b）。気象庁神戸海洋気象台の「春風丸」による太平洋岸域の中央部に位置する潮岬沖定

線の冬季における1972-1985年のクロロフィル a濃度のモニタリングによれば， 0～200m層

におけるクロロフィルの積算分布量は23～ 120mg/m2の範囲にあり， 1972・73・78・79・82・

83年に多く，逆に1974・75・76・80・81年に少なかった。 1測点当りの平均クロロフィル量が

最も多い年は1979年であり，最も少ない年は1974年であった（Fig.5-17）。マイワシの卓越年

級群が形成された1972・75・80・81・85年が特にクロロフィル濃度が大きいという傾向はなく，

逆に少ない年に一致する傾向があった。

Stn. 
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4 32 
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6 31-160タ

7 

8 30 

9 

1974 1976 1978 1980 1982 1984 

． 
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同 5・17. Yearly changes in accumulated chlorophyll-a contents (mg/m2) from the su巾 ceto 2仙 ndepth 

on the meridian of 135°15’EαOS臼ngthe Kuroshio o鉦 Shionomisakiobserved by the ”SHUNPU 

MARU”of the Kobe Marine Observatory. 

Solid broken line indicates the Kuroshio current axis of 15°C at 200m depth. Referred from 

the data of the Kobe Marine Observatory. 

(2）動物ブランクトンの分布特性と経年変動

黒田（1985a）は，気象庁神戸海洋気象台の「春風丸Jによって採集された1961-1972年に
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おけるマクロプランクトンの湿重量の資料を整理し，本州南方の黒潮域（伊豆近海ー薩南海

域）の湿重量の経年変化について報告した（Fig.5-18）。それによると，冬季の平均湿重量は

沿岸域で46mg/m3，黒潮域で31mg/m3で、あり，夏季のそれは沿岸域で76mg/m3，黒潮域で41

mg/m3であった。すなわち，沿岸域におけるマクロプランクトンの平均湿重量は黒潮域のそれ

よりも多く，夏季約1.9倍，冬季約1.5倍であった。また，夏季の平均現存量は冬季のそれより

も多く，黒潮域で約1.3倍，沿岸域では約1.7倍であった。

1) 動物プランクトン湿重量の経年変化の特徴
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①変動の幅が大きい。

②変動傾向は，冬季では1962年以降増加しつつ1967年に山があり，翌1986年には急減し，

低水準の現存量になった。一方，夏季には1963年に顕著な山があり，以降減少傾向が顕著

である。

③ 明白な周期とは断定出来ないが，隔年の周期が認められ，特に冬季に顕著な傾向がある。

④本調査対象期間が12年間と短いために明らかでないが，さらに長い変動周期の存在かq{t

測される。

本調査による冬季の経年変動の結果は，鈴木（1971）の報告した鹿島灘～熊野灘の沿岸域に

おけるネットプランクトン湿重量の経年変化の傾向（Fig.5-19），すなわち， 1959年を谷とし

て1966～1968年まで増加傾向を示し，その後減少傾向となったこととほぼ一致する。しかし，

鈴木（1971）によれば， 1971年には高い現存量が認められていたが，本調査ではそれは観測さ

れなかった。これは，両調査聞の海域と時期の相違によっていると推定される。すなわち，

1971年の増大現象は春季に伊豆近海ー鹿島灘に最も顕著に現われたこと，並びに本調査では大

形のサルパ類が測定から除外されているために， 1971年に大量に出現したサルパ類の影響が含

まれないためと考えられる。

［黒潮海域］

① 変動の幅は沿岸海域より小さい。

②冬季には1967年および1968・69年の両年に異常な山と谷がみられる。一方，夏季には

1962-1964, 1971年に多く， 1965・68年に少ない。

③ 夏季の変動傾向は沿岸海域のそれと類似するカ1冬季のそれは類似しない。

④ 明白な周期とはいえないが， 4-5年位の周期があるらしいことが示唆される。

⑤ 1963年の夏季， 1967年の冬季と1971年の夏季には，沿岸域の現存量の増大に対応して黒

i朝域にも山があり，大きな増大時には両海域で現存量が高まる傾向がある。

さらに，動物プランクトンの分布は積算された環境の反映であるという観点から，マクロプ

ランクトン量と黒潮流路の変動との関係を， 6ヶ月前からの黒潮流路の変化とマクロプランク

トン湿重量の平年偏差値との関係に置換して検討した（黒田， 1985a）。大別すると，黒潮流

路が持続する場合と短期変動する場合とがある。

黒潮流路が持続する場合

① N型持続の場合：湿重量は増加と減少の両例があるが，概して増加傾向が著しい。減少す

る場合には， N型の黒潮流路が小変動することが多い。また，沿岸域と黒潮域における現存

量の増減傾向が逆になることが多い。

② A型持続の場合：減少傾向がある。

③ C型持続の場合：増加と減少の両例があるが，概して減少傾向と考えられる。

黒潮流路が短期変動する場合：その変動の度合と持続時間によって多くの組み合せがあるが，

ここでは， 3つに大別してみた。

①顕著な黒潮流軸変動がある場合：例えば， 1969年には冬一夏季における黒潮流路はN-C

A C型と著しく変動した。すなわち， 3月から本州南岸域を大きな渦が通過し，大冷水塊

の発生が示唆されたが，冷水塊は定着せず伊豆海嶺を超えて東へ移動した。このような大き

な渦の移動は冷水塊の発生年にみられ， 1969年のマクロプランクトン量は明白な減少傾向を
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示した。また，鈴木（1977）が報告した熊野灘一鹿島灘の沿岸域におけるマクロプランクト

ンの年変動のうちで， 1954年と1959年にみられる現存量の減少は，渦の移動が沿岸域の水塊

配置や環境の変化を生起し，さらに流路の変化を伴ったために，その翌年までも低次生物生

産過程に影響を及ぼしたことによると考えられる。したがって このような渦の移動による

環境変化は1955年， 1960年， 1970年の現存量の減少の原因になったと考えられる。

② 黒潮内側域が縮小の場合：増加と減少の両例があり，傾向は不明瞭である。

③ 黒潮内側域が拡大の場合：増加と減少の両例がある。黒潮域ではやや減少傾向が示唆され

るが，不明瞭で、ある。

木立・伊東（1979）は， 1971年（C型）， 1972年（N型）, 1977年（A型）の熊野灘ー房総沖

海域における動物プランクトンの分類生態学的研究を行い， N型流路時には湿重量が少ない割

には出現個体数が多く，黒潮内側域の動物プランクトン組成は内湾沿岸性の copepodaである

Paracalanus如何us,Clausocalanus arcuicornis, cyclopoida 3属などが卓越し， A型流路時には沿

岸性種と黒潮性種の混合組成となり， C型流路時には沿岸性の強い混合組成を呈し，サルパ類

(Salpidae）の出現が目立つ特徴があることを報告した。さらに，温重量の水平分布では，

A・C型流路時に遠州灘冷水塊の縁辺域に濃密なパ 7チ状分布が目立つことが指摘した。

鈴木（1987）は1953～ 1982年の熊野灘ー鹿島灘におけるマクロプランクトン湿重量の経年変

化について報告した（Fig.5-19）。これによると，マクロプランクトン現存量は1963年の異常

冷水以降約10年間高い水準を持続した後， 1975年頃から減少して低水準となり，その後再び増

加して1979～ 1980年には高い水準となり，以後1985年まで減少傾向になっていること，また，

伊豆近海の現存量は1960年以降増加傾向を示して， 1971年にピークとなったが，その後減少し
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て1976年以後低水準のまま1982年まで持続していること，この分布傾向は房総沖にも同様にみ

られ，遠州灘ー熊野灘と異なる変化傾向を示していること，さらにこの低水準持続の現象は春

季増殖のピークが減少することによって生じていること，そして組成では，沖合性の大型プラ

ンクトンの減少と，それに代って Acartiaをはじめ Clausocalanusなどの沿岸性小型 copepoda

の黒潮前線を含む黒潮主流域における出現が顕著であることなどの特徴が指摘されている。

2) 太平洋岸域における冬季のマクロプランクトン現存量の経年変化

1971-1985年 2-3月に水産庁東海区水産研究所の「蒼鷹丸」によって薩南一鹿島灘で採集

されたマクロプランクトンの湿重量測定資料ををもとにして，当海域を黒潮流軸を境に沿岸域

と黒潮域に分けて平均湿重量を比較し（Fig.5-20），さらに60分析目毎に平均湿重量を算出し

て動物プランクトン量の水平分布の経年変化の傾向（Fig.5-21-1～8）を調べた。

150 m （ワイヤ一長）から表面まで鉛直曳採集された標本の沿岸域の平均湿重量は，総じて，

1971-1978年には横ばい傾向で高水準であったが， 1979-1985年には低水準となり横ばい傾向

にある。一方，黒潮域の平均湿重量は， 1970年代に概して減少傾向を示し， 1980年代に入って

ほほ横ばい傾向を示し，低水準にある。平均湿重量は1971年に最も大きく，次いで1972・73・

75・76・80年に平年値を上回った。太平洋岸域の平均湿重量はほぼ黒潮域のそれと同様な変動

を示している。この期間で，マクロプランクトン現存量の高い年は1971・73・72・80・76・75

年の順であり，逆に低い年は1980・84・79・85・74・77・78・82・83年の順であった。

マイワシの再生産過程
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Fig.5・21・1. Horizontal distribution of macroplankton biomass by mean wet weight in 60 minute square 

along the Pacific coast of southern Japan collected by the”SOYO MARU”of the Tokai Re-

gional Fisheries Research Laboratory during February to March of 1971 to 1972. 

Solid dotted line indicates the Kuroshio current axis. The unit in wet weight is expressed by 

mg per m3 per 0-150m. 
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Fig.5・21・2. Horizontal distribution of macroplankton biomass by mean wet weight in 60 minute square 

along the Pacific coast of southern Japan collected by the ”SOYO MARU”of the Tokai Re-

gional Fisheries Research Laboratory during February to March of 1973 to 1974. 

Solid dotted tine indicates the Kuroshio cu町entaxis. The unit in wet weight is expressed by 

mg per m3 per 0-lSOm. 
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Fig.S・21-3. Horizontal distribution of macroplankton biomass by mean wet weight in 60 minute square 

along the Pacific coast of southern Japan collected by the”SOYO MARU”of the Tokai Re-

gional Fisheries Research Laboratory during February to March of 1975 to 1976. 

Solid dotted line indicates the Kuroshio cu汀entaxis. The unit in wet weight is expressed by 

mg per m3 per 0-150m. 
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Fig.S・21-4. Horizontal distribution of macroplankton biomass by mean wet weight in 60 minute square 

along the Pacific coast of southern Japan collected by the ”SOYOMARU”of the Tokai Re-

gional Fi~heries Research Laboratory during February to March of 1977 to 1978. 

Solid dotted line indicates the Kuroshio cuπent axis. The unit in wet weight is expressed by 

mg per m3 per 0-lSOm. 
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Figふ 21-5. Horizontal distribution of macroplankton biomass by mean wet weight in 60 minute square 

along the Pacific coast of southern Japan collected by the ”SOYO MARU”of the Tokai Re-

gional Fisheries Research Laboratory during February to March of 1979 to 1980. 

Solid dotted line indicates the Kuroshio curr巴ntaxis. The unit in wet weight is expressed by 

mg per m3per 0-15仇n.
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Fig.S-21-6. Horizontal distribution of macroplankton biomass by mean wet weight in 60 minute square 

along the Pacific coast of south巴mJapan collected by the ”SOYO MARU”of the Tokai Re-

gional Fisheries Research Laboratory during February to March of 1981 to 1982. 

Solid dotted line indicates the Kuroshio cu町四taxis. The unit in wet weight is expressed by 

mg per 3p巴r0-lSOm. 
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Fig.5・21・7. Horizontal distribution of macroplankton biomass by mean wet weight in 60 minute square 

along the Pacific coast of southern Japan coll巴ctedby the ”SOYO MARU”of the Tokai Re-

gional Fisheries Research Laboratory during February to March of 1983 to 1984. 

Black dotted line indicates the Kuroshio current axis. The unit in wet wei酔tis expressed 

by mg per m3 per 0-150m. 
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Fig.5-21-8. Horizontal distribution of macroplankton biomass by mean wet weight in 60 minute square 

along the pacific coast of southern Japan collected by the ”SOYO MARU”of the Tokai Re-

gional Fisheries Research Laboratory during February to March of 1985. 

Black dotted line indicates the Kuroshio current axis.τbe unit in wet weight is expressed 

by mg per m3 per 0-ISOm. 

3）太平洋岸域の主産卵期におけるマクロプランクトン現存量の水平分布の経年変化

1971年：東高西低型（(Fig.5-21-1) 

遠州灘冷水塊で最も現存量が多く，伊豆近海ー房総沖・鹿島灘でも多かった。

また，紀伊半島沖黒潮域や九州沿岸域で多いのが目立った。

1972年：東西岡量型（(Fig.5-21-1) 

鹿島灘ー房総沖で現存量が最も多かった。伊豆諸島沖黒潮域で多いのが目立つととも

に，潮岬以西海域では薩南西部域で多かった。

1973年：東西同量型（(Fig.5-21-2) 

遠州灘ー伊豆近海と日向灘（沖）において現存量が最も多く，薩南の黒潮域や紀伊半

島沖の黒潮域でも多いのが目立った。

1974年：東高西低型（(Fig.5-21-2) 

全域において現存量は少ない傾向があった。その中で，遠州灘ー伊豆近海で現存量が

最も多く，潮岬以西海域では薩南東部一日向灘沖でやや多かった。

1975年：東高西低型（(Fig.5-21-3) 

紀伊半島一房総沖の黒潮縁辺域で現存量が多い傾向があり，特に遠州灘～鹿島沖の黒
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i朝域に多かった。また，相模湾付近でも多かった。

1976年：東西同量型（(Fig.5-21-3) 

現存量は日向灘一四国沖，遠4・l十灘一伊豆近海，相模湾，鹿島灘に多かった。

1977年：東高西低型（(Fig.5-21-4) 

現存量は伊豆近海一遠州灘一紀伊半島i中黒潮域に最も多く，潮岬以西海域では薩南の

黒潮域でやや多かった。

1978年：東高西低型（(Fig .5-21-4) 

現存量は房総沖と熊野灘～遠州灘沿岸域と紀伊半島沖黒潮域で、多かった。

1979年：東西同量型（(Fig.5-21-5) 

現存量は紀伊半島沖黒潮付近で、多く，潮岬以西海域では日向灘でやや多かった。

1980年：東高西低型（(Fig.5-21-5) 

現存量は遠州灘ー熊野灘と鹿島灘に多く，潮岬以西海域では四国沖黒潮付近にやや多

かった。

1981年：東西同量型（(Fig.5-21-6) 

現存量は全域で少ない傾向が顕著でらあり，その中では，鹿島灘で、やや多かった。

1982年：東高西低型（(Fig.5-21-6) 

現存量は鹿島灘一房総沿岸域で最も多かった。

1983年：東高西低型（(Fig.5-21-7) 

現存量は熊野灘一遠州灘沿岸域と相模湾で最も多く，紀伊水道j中一伊豆諸島域の黒潮

付近でも多かった。

1984年：東高西低型（(Fig.5-21-7) 

現存量は鹿島灘で、最も多く，その他の海域では少なかった。

1985年：東高西低型（(Fig.5-21-8) 

現存量は遠ナト｜灘と鹿島灘で多く，潮岬以西海域では薩南の黒潮域で、やや多かった。

以上の太平洋岸域におけるマクロプランクトン現存量の経年変化の分布特性をまとめると，

① マクロプランクトン現存量は，潮岬以東海域で、多く以西海域で少ない傾向がある。この傾

向の出現年は，潮岬の東西両海域における現存量の差が少ない出現年よりも約 2倍多い頻度

であった。

②潮岬の東西両海域における現存量水準のほぼ同程度の年は，全域の現存量水準が平年値よ

りも低い水準の年に相当した。

③ 潮岬以東海域における現存量の多い年（1971・75・80・82年など）は，黒潮流路がA型で

なく， C型かN型であり，鹿島灘における現存量が高い年に相当した。

④現存量水準が東高西低の場合，鹿島灘で現存量が多い年（1971・75・80・82・84・85年）

と遠州灘で多い年（1971・74・77・80・83・85年）とがあった。

(3）後期仔魚の食性と餌条件および飢餓

Hjort (1914）の仮説以来，魚類の初期生残がその種個体群の年級群強度を左右する要因で

あるという観点から，多くの魚種の仔魚の生き残りに関して多大な調査研究努力が積み重ねら

れ，そして，食性や摂餌生態，および，飼育実験による摂餌に関する生理・生態学的知見が集

積されてきた（田中， 1980）。
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田中（1980）は天然海域におけるニシン・いわし類，あじ類，たら類，ひらめ・かれい類な

どの仔魚の食性に関する既往の知見を整理し，仔魚が卵黄吸収後最初に摂餌する餌（初期餌

料）とは， copepodanauplius, copepoda eggs, lamellibranch larvae, gastropod larvae, appendi-

cularians, dinoflagellates, tintinnids, diatomsなどであり，その中で，最も重要な初期餌料は

copepoda naupliusで，その他のものは補助的な餌として利用されると考えた。

種々の海産魚、の飼育条件下における仔魚の生残にとって必要な餌の分布密度は，既往の知見

を綜合すると， 50-500inds目nの範囲であるとされている。魚類による餌の必要最低密度は

変化するが，摂餌開始時に体長の大きい魚種や低温時に発生する魚種では餌が相対的に低い密

度でも生き残れる傾向をもっている（田中， 1980）。さらに，田中（1980）は天然海域における

餌の分布密度に関する既往の知見をまとめ，総じて，発育初期の仔魚、にとって餌料密度は過少

であるが，天然の餌料密度と仔魚の必要餌料密度との間には一桁以上の差はなく，平均的には

前者は後者の1/2位と考えた。このような天然における餌不足の矛盾を説明するためには効果

的な摂餌を保証する適応としての餌生物の分布集合特性（集中分布， patchness）の重要性が

指摘されている（例えば， May,1974, Lasker, 1975, Arthur, 1976) 0 以上の田中（1980）が

まとめた仔魚の特性と餌条件の総括などから，著者は，発生初期の仔魚にとって天然海域にお

いては慢性的な餌不足を生ずる可能性が高く，初期餌料（copepodanauplius and eggs）の不

足が空間だけでなく，時間的（マッチ・ミスマッチ）にも生ずる可能性が高いことを認め，

copepoda naupliusとeggs以外の補助餌料の役割が予想以上に大きいであろうことを指摘した

v'o 

マイワシの後期仔魚の食性に関する報告は極めて少なく，千葉（1956），本城ほか（1957)'

中井ほか（1962）はマイワシ仔魚（マシラス）が動物プランクトン，特に小型かいあし類を摂

餌することを指摘した。本城ほか（1957）は1957年の標本に基づきマイワシ後期仔魚（全長18

mm以下）の402検体について餌を調べた結果，次のような知見をえたo copepoda nauplius 

(67%）が最も多く，次に， copepodite (16 % ）と copepodaegg ( 8 % ）で， copepodaに依存

する割合が高く，中でも naupliusstageに高い。その他の餌としては， diatoms (1 .1 % ) , 

Evadne ( 0. 6 % ) , dinoflagellates ( 0. 4 % ）などが観察された。また，餌生物が食道に観察され

たのは日中のみであり，さらに，腸管の前端部に餌が存在するのは日出～日没に大部分認めら

れ，夜間にこれらの部位に餌が認められないことから，マイワシ仔魚の捕食活動は日中である

と推定した。

最近，魚、谷ほか（1988）と Nakata (1988）は， f子魚、の食性に関する同様な内容の報告を発

表した。魚、谷ほか（1988）は1978年3-5月と1986年4月に駿河湾で採集された標本（全長35

mm以下）について食性を調べた。それによると，体長 7mm 以下では空胃率は80%に達し捕

食（空胃でない）個体は成長とともに増加すること，体長lOmm以下では餌は100% copepoda 

を主餌料にしていること，消化管内容物では copepoda (80 % ）が最も多く，次に copepoda

nauplius (19%), appendicular即時（14%）であり，この他に polychaete,Macrura, Euphausia, 

Podon, Evadne, Balanidae nauplius, Fish eggsなど各々 1%以下認められた。また，体長 7mm 

以下の発生初期の仔魚は copepodaのeggとnauplius幼生のみを捕食していること， 7 -11 

mmでは上記の他に Paracal印刷， Acrocal印刷， Clausocala叩 sの3種の小型かいあし類を捕食し

ていた。さらに，摂餌量指数からみると，体長23mm位までは体長に比べ大量の餌を捕食して
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いる割合が多く，特に15mm以下で顕著であった。すなわち，喰溜めする傾向のあることを示

唆し，初期生残の適応的意義であるとした。 Nakata(1988）は1986年3月に遠州灘とその沖合

の黒潮域で採集された後期仔魚の胃内容物を調べ， copepodaeggsとnaupliusが重要な餌であ

り，その他に copepodite,diatom, tintinnida, dinoflagellata, radiolariaを観察している。そして，

沖合黒潮域では消化管内容物の種類が変化に富むが，ノープリウスの分布密度が小さく，飢餓

に起因すると考えられる消化管剥離仔魚が多数観察されたことから，黒潮域の餌条件はマイワ

シ仔魚にとって悪いという見解を示した。

太平洋岸域における copepodanaupliusの分布に関する知見は少ない。船越ほか (1983）は，

熊野灘・伊勢湾・遠州灘沿岸域・駿河湾における copepodanaupliusの1980-1982年の分布に

ついて調査しその季節変化には年変動のあること，一般に出現個体は冬に少なく，春と秋に

多いこと，また内湾の季節変化は夏季にピークのある単峰型，外海は春と夏秋にピークをもっ

双峰型が基本となること，また，ノープリウス幼生は内湾域に多く外海域で少ないこと，そし

て，この内湾水の外海沿岸域への拡張がこの海域のノープリウスの変動を規定しており，カタ

クチイワシの仔魚の生残にも影響を及ぼしていること，さらに，春夏季におけるノープリウ

ス幼生の出現の盛期は年々早まる傾向があり，カタクチシラスの来遊時期の年々の早まりとよ

く一致することを報告した。小谷ほか（1987）は， 1984～1987年の四国沖～房総沖合域のかい

あし類の表層分布について報告し， copepodaの平均個体数は成体 (108inds./m3），コベポー

ダ幼生（716inds./m3），ノープリウス幼生（258inds./m3）であり，ノープリウス幼生の最大

採集数は（433inds./m3=1.43 inds./ f,）であった。さらに，伊豆半島近海にかいあし類の分

布が比較的多く，普通，黒潮内側域および伊豆海嶺周辺域に多いが，黒潮内側域と外側域の分

布量の差は特にないこと， 1984-1986年の 3年間に比べて， 1987年には平均出現個体数は約1

/2で少なかったこと，黒潮前線付近に最多出現の水帯が存在したことなどの水平分布の特徴

を示した。

かいあし類の卵とノープリウス幼生の分布に関する具体的事例は1983年3月における潮岬沖

黒潮前線付近の微細調査で得られている（鈴木・黒田；未発表； Fig.5-22下）。これによると，

ノープリウス幼生は概して少なかったが，黒潮前線付近にのみ著しく多い出現が観察され，同

時に卵の出現も多かった。種組成は主に， Acar料品 clausiiであった。このことは，黒潮前線付

近には沿岸起源のプランクトンが引込まれ，分散しながら増殖しているためと考えられる。こ

れは，室内実験による飼育の密度を超える分布密度であり このような高密かつ狭い水帯は収

束帯の中に限定されて存在することを示した。

このように，黒潮主流域は黒潮強流帯であり，かつ，沿岸水と黒潮水（亜熱帯水＝北太平洋

中央水）との混合水帯であるので，ここでは沿岸水が卓越する場合と黒潮水が卓越する場合が

交互にあると推定される。この主流域の北縁に位置する黒潮前線帝は植物プランクトンとノー

プリウス幼生，そして動物プランクトンの現存量が高い水帯で，そして小型・大型の回遊性浮

魚類が集合する。横田ほか（1961）はこの水帯を ecotone （遷移帯）と名称、した。この水帯は

黒潮波動と地形の海域特性に起因する前線渦（frontaleddy）を内包しており，そしてこの渦

は下層からの栄養補給作用を有している。

また，冬季の特徴として，植物プランクトン（クロロフィル量）と動物プランクトン（かい

あし類のノープリウス幼生を含む）の分布密度は黒潮内側域と黒潮外側域との間に大きい差は
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ない。これは，黒潮域の亜熱帯水では植物プランクトンの春季増殖期に相当し，年間のうちで

現存量の最も高い時期に相当するためである。したがって，黒潮主流域または黒潮外側域にお

いては，ノープリウス幼生がたとえ沿岸域より少ない場合でも，補助餌料は比較的濃密に分布

しており，マイワシ仔魚にとって致命的な餌不足の状況にならないと考えられる。

(4) マイワシに関する被捕食の事例

神谷・小Illは， 1900年に日本海の新潟県沿岸に 3-4月頃に来遊した大羽マイワシの産卵に

由来するマシラスを 5下旬頃にシピ・カツオ・サパが餌として食していると報告した。

岸上（1907）はマイワシの捕食者，すなわち筈敵としてシピ，カツオ，さば類，プリ，あじ

類，たい類，すずき類，ひらめ類，いか類，海豚類，鯨類及び海鳥類をあげている。横田ほか

(1961）は日本近海の魚類群集を，①亜寒帯群衆，②温帯群衆，③亜熱帯群衆，④熱帯群衆

の4つにわけ，温帯群衆の中では代表的捕食種としてプリ，スルメイカ，被食種としてスルメ



226 黒田一紀

イカ，さば類，マイワシをあげた。伊東（1957）はイカによるいわし類の食害の大きさを重視

しマイワシの食害種であることを報告した。

また，伊東（1961）はマイワシとクロマグロの長期変動傾向がほぼ一致することを指摘し，

強い捕食関係があることを示唆した。また，戦前の昭和10年前後のマイワシの豊漁期には日本

近海，特に薩南海域では1930～1940年頃にいわゆる「日向マグロ」の豊漁時代があり， 1～3 

月頃に漁場水温18-21°Cの黒潮前線付近に漁場が形成された（字国， 1960）。すなわち，薩南

海域におけるクロマグロの出現が多く，マイワシ産卵群の主要な捕食者であったことが指摘さ

れている。

このように，マイワシは多くの海産魚類や晴乳類の主要な餌生物となることはよく知られて

おり，特に近年のように海洋生態系の中でマイワシ資源の個体群密度が大きくなった時には，

より大型の魚類の対象生物としての依存度が高くなっていると推定される。

海産魚類の仔魚、の被捕食については，田中（1983）が多くの事例とその重要性について報告

したが，マイワシの初期減耗の要因としての被捕食はその調査研究の困難さもあってほとんど

知見がなく，その実態は不明である。ここでは，マイワシの卵仔魚期における捕食者について

具体的な可能性を指摘することに努めた。

1) 卵期

卵の被捕食に関する事例は，胃内容物から観察するには極めて困難であるためにほとんど知

られていない。産卵成魚が捕食する，いわゆる共喰い現象はカタクチイワシ類でよく知られて

いるが（田中， 1983），木立（私信）によると，マイワシでも観察例がある。さらに， Nakai

(1962a）は1936～1941年の産卵調査中の観察から成魚が卵・仔魚を共喰いするとのべている。

卵については，オキアミ，ヤムシ類などの動物性プランクトンと産卵期に出現の多いサンマ，

ハダカイワシ科魚類が捕食者としての可能性を考えられるが，現在のところ，それの事例の報

告はない。

2) 仔魚、期

岸上（1907）はマイワシ仔稚魚、の捕食者としてマイワシ成魚，カタクチイワシ， くらげ類を

あげ， Nakai(1962a）はヤムシ類，カタクチイワシ，さば属を指摘した。

著者は，表層曳の稚魚、網でよく採集されることから，大型の pleustonであるカツオノエボ

シとかに類のメガロパ幼生をマイワシ仔魚、の捕食者の候補にあげている。同時に，魚類では夜

間に多数採集されるハダカイワシ科魚類を指摘できる。さらに，暖i毎回遊性などの大型魚類で

あるカツオ，シイラ，メジ（キハダの若魚、），キハダ，ビンナガなどの胃内容物にはシラス類

が時に捕食されている例が観察されており，マイワシ仔魚、の捕食者として指摘できる。

カツオノエボシ

本種はカツオノカンムリ，ギンカクラゲとともに腔腸動物の管クラゲの一種であり，浮のう

（気胞体）を有して海表面に生活する独持の大型プランクトンである。本種は暖海性で，世界

に広く分布しており，日本近海では普通黒潮域に春～夏季を中心に出現する。そして，本種は

マイワシの産卵期の後半である 4-6月頃に黒潮域を主に分布し，沿岸域にも多数侵入するた

めマイワシ仔魚と遭遇する可能性が大きいと考えられる。

伊豆諸島一房総沖海域では1982年から本種の出現が急に目立つようになり（黒田， 1982)'

鹿島灘でも1984年以降多数の出現が観察された（岩崎， 1988）。 1982-1988年 4月の遠州灘～
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伊豆諸島一鹿島灘（沖）海域における丸稚Aネット（口径130cm，船速 2ノット 5分間表層

曳）を用いた採集結果（Fig.5-23）によると，出現量水準と出現率は概して同様な変化傾向を

示した。採集された場合の 1曳網中の平均採集数は1982-1984年には約 3個体（最大採集数20

個体）でその出現が目立ちはじめた。 1985年以後採集個体数は急増し， 1986年には 1曳網中の

平均個体数は約41個体，最大採集数は約1050個体の最高の出現を記録した。その後， 1988年ま

で高い出現量水準を維持している。 1981年以前のデータは不完全であるため詳細な出現状況は

不明でーあるが，稀に出現する程度で、極めて少なかったと推定される。 1988年の平均出現個体数

は1982-1984年並の水準に低下したが，これは当年の調査海域が沿岸域に偏在したためであり，

一都三県（東京，神奈川・千葉・静岡）水産試験場による伊豆諸島域の調査結果と類以した出

現傾向と推定されるので， 1987年に近い出現量水準であったと推定される。

最近における最高の出現年である1986年の表層曳採集における本種の出現点（77点）のうち，

マイワシ仔魚が同時に出現したのは44点（57%）で，このうち，夜間における両種の出現は37

点（84%）であった（黒田， 1989a）。したがって，両種の遭遇は黒潮域から黒潮系暖水域に

おいて主に夜間に生じ，カツオノエボシの分布密度に依存していると考えられる。口径130cm 

の丸稚Aネット採集では，船速 2ノットで 5分間曳網するので，普通海表面積約390m2を通過

マイワシの再生産過程
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Fig.5-23. Occurrence of Portuguese man-of-war in the sea from Enshunada to Kashimanada collected 

by the surface tow for five minutes of”Maruchi net”on April during 1982 to 1988. 

Circles indicate mean numbers of them at occurrenαstations in the both sea of the above 

investigation area (solid circle) and Izu-Islands to Boso area (33°35’N, 138°141’N). 
Dotted lines indicate ratios of occurrence station to the total stations in Portuguese man-of-
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228 黒田一紀

する。海面条件によってネットが浮沈するために，割ヲ｜いて300-390m2位の通過面積と見積

もられる。カツオノエボシの採集数が300個体であることは， 1 m2当り 1個体の分布密度とな

り，触手を広げた本種が海面を蜘妹の巣状に分布していることを表している。 300個体採集さ

れる頻度は少ないが， 30個体採集される頻度は高く（約27%），カツオノエボシがマイワシ仔

魚の重要な捕食者となっている可能性が高いと指摘できる。実際，野外調査中の調査船上にお

いてカツオノエボシに捕食されているマシラスも観察されている。

メガロパ幼生

カツオノエボシと対照的な内湾沿岸性種であり，春～夏季に発生する。本種は普通群を形成

して遊泳しており，極めて貧欲な食性を示す。その他に，表層稚魚網に稀に採集される貧欲な

食性を示す分類群としては等脚類 (Isopoda）がある。 1981-1988年4月のカツオノエボシと

同様な丸稚ネットによる採集結果（Fig.5-24）によると，メガロパ幼生の出現率は概して増加

傾向を示し，そして，出現量は1986年にピークをもち1985-1987年に高く，カツオノエボシと

類似した変化傾向を示した。本種は1979年にも 1982-1984年並の出現量水準を示したが， 1980

年以前のデータが不足しており，詳細な出現状況は不明であるが，カツオノエボシと異なり，

出現の多い年もあった可能性がある。
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Fig.5・24. Occurrence of megalopa larvae in the sea from Enshunada to Kashimanada collected by 

the surface tow for five minutes of“Maruchi net”on April during 1982 to 1988. 

Circles indicate mean numbers of them at occurrence stations in the both sea of the above 

investigation area (solid circle) and of Izu-Islands to Boso area (33'35’N, 138。14’N).

Dotted Jines indicate ratios of occurrence station to the total stations in megalopa larvae. 

Solid lines indicate indices of occurrence in megalopa larvae. 
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ハダカイワシ科魚類

服部 (1964）は本邦太平洋岸域における発光器の発現した全長15mm以上のハダカイワシ科魚

類の分布について報告し，ススキハダカ，アラハダカ，マガハダカと北方性のホクヨウハダカ

の出現頻度が高く，中でもススキハダカが最も多く，春一夏季（ 5月頃ピーク）に19-25°C

の水温域に分布密度か高いことを示した。

本種は外洋の中層に広く多量に分布する小型の魚類で，昼夜の日周垂直移動を行い，夜間表

層に出現して摂餌活動を行なう。外洋の黒潮域に多いが，沿岸水帯にも広く分布する。その分

布密度の大きさおよび小型魚類の割に口裂の大きいことから，薄明時か夜間に表層付近におい

てマイワシ仔魚（シラス）を捕食する可能性はきわめて高いと考えられる。実際，現場でもハ

ダカイワシ類の胃内容物にマシラスが観察される例はしばしば経験されている。

（ハダカイワシ類の胃内容物の観察例）

Mar. 1 7, 1988, 1817 22 （薄明時）, St. 128 (33°18’N, 143。11’E) 18. 6。C

①全長 8.0 cm オキアミ 1尾

② 7.8 シラス 10尾（TL10-20 mm) 

③ 8.0 シラス 1尾，オキアミ 1尾

④ 6. 6 copepoda 13尾

⑤ 6.8 なし

⑥ 6.8 シラス 1尾

⑦ 6.5 不明片少々

⑧ 6.0 なし

8個体中 3個体が10-15mmのマシラスを捕食しており， 11固体は10尾のマシラスを捕食して

いた。

3）ハダカイワシ科魚類の経年変化

薩南海域～鹿島灘の太平洋岸域における「蒼鷹丸」による産卵調査時の丸稚Aネット採集結

果に基づいて， 1971～1988年 1-3月における発光器の出現したハダカイワシ科魚類の出現量

の経年変化について調べた。

出現量はネットに採集された場合の平均採集量とし，出現量指数として表示した。また，出

現量は200m以浅海域の測点を除く夜間の測点数に対する出現測点数の割合とした。さらに，

黒潮前線（黒潮流軸：潮岬以西200m水温16.5°C，以東15°C）を境として，沿岸域と黒潮域の

2つの海域に分けて算出した。

出現量指数は概して1971年以降減少傾向を示し，最高年（1971年10.1）と最低年（1985年

2.4）の差は約 4倍であった。また，出現量指数は1972-1974・76・78年に比較的多く，

1975・77, 1980-1982年に比較的少なかった。黒潮域における出現量指数は沿岸域のそれより

も高い場合が多く（18例中11例）' 1975・80・82・85・87年には両海域の出現量指数はほぼ同

じ位であった。しかし， 1981・88年の出現は沿岸域で多く，黒潮域に少ない逆の傾向を示した

(Fig.5-25下）。

出現率は，概して，出現量指数と同様に1971年以降減少傾向を示したが， 1987年以降増加し

ている。黒潮域の出現率は沿岸域のそれよりも明らかに高かったが， 1976・79・80年には両域

の出現率はほぼ同じ位であった（Fig.5-25上）。
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Fig.5-25. Occurrence ratio (upper) and occu町enαindex(lower) of myctophid fishes collected by the 

surface tow of“Maruchi net" along the Pacific coast of southern Japan from Satsunan紅白 to

Kashimanada during January to March of 1971 to 1988. 

Occurrence index is expressed by ocucrrence numbers per positive station in the investigation 

area except the continental shelf. Occurrence ratio are expressed by the ratio of positive stations 

of the fish to the total stations at night. 

Solid circle: Coastal area, Open circle: Kuroshio area, Cross: All area. 

1985 1980 1975 

年によって 8・9cm台の個体が出現し， 1987年には11cm 

1971-1988年の 1-2月（薩南海域一紀伊水道）と 3月（熊野灘～鹿島灘）の出現量指数を

比べると，前者の海域では1981～1985年に高く，後者の海域では1976～1979, 1986～1988年に

高かった。

出現最大体長は普通 7cm台で，
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台の個体が1例のみ出現した。体長組成のモードは 1・2cm台にあり， 2cm台が圧倒的に多

く， lcm台にモードのある年は， 1974・79年の 2例のみであった。これは，この両年におけ

る本種の発生が遅かったことを示唆している。一方， 5 ・ 6 cm台に低い第 2モードが出現す

る例が多く，その傾向がみられないのは， 1974・81・86年の 3例のみであった。摂食量の多い

5cm以上の個体の出現率は1971-1973・75・79・80・82・83・85・88年に比較的多く， 1985

年に最も多かった（18% ) (Fig.5-26）。
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Fig.5-26. Length compositions of myctophid fish collected by the surface tow of”Maruchi net”along the 

Pacific coast of southern Japan from Satsunan area to Kashimanada during Januaηto March of 

1971 to 1988目 Theplus indicates occurrence ratio below 1 % . 

Dotted lines indicate occuπence ratio of the fish more than 5cm in body length. 
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マイワシ仔魚とハダカイワシ科魚類の遭遇の指標として重複分布（測点における同時出現）

する度数（測点数）を求めた。 1979年をピークに1977～ 1981年に遭遇することが多く， 1985年

以降再び遭遇の度数が高くなり， 1987年には最高となっている（Fig.5-27）。ハダカイワシ科

魚類の出現率（夜間の測点数に対する出現測点の割合）は平均50～ 60%を示し， 1971年以降概

して減少傾向を示して， 1984～ 1986年には低くなったが， 1986年以後出現が増している

(Fig.5-27）。一方，マイワシ仔魚の出現率（全測点数に対する出現測点の割合）は1980年を

ピークに1984-1985年を底とする変動傾向を示し，この傾向は両者の重複測点数の変動傾向と

類以している（Fig.5-27）。このことは，両者の遭遇の増大が主にマイワシ仔魚の分布域の拡

大に依存しており， 1985年以降それに加えてハダカイワシ科魚類の分布域の拡大も関与してい

ることを示唆している。
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Fig.5-27. Yearly changes of each occurrence ratio of sardine larvae (c眠 le)and myctophid fish (cross), 

and positive stations (bar) in occurrence of both fish along the Pacific印刷針。mSatsunan area 

to Kashimanada during January to March of 1971 to 1987. 

Circles indicate occurrenαratio of sardine larvae: the ratio of oc印町四cestations to the total 

stations carried out by the vertical haul of 60cm net from 150m depth. 

Crosses indicate occu汀enαratioof myctophid fish: the ratio of occu町四cestations to the total 

stations at night carried out by the surface tow of ”Maruchi net" for five minutes. 

1980 1975 1971 

4) カツオを代表とする暖海性魚類

冬季の太平洋岸黒潮域一沿岸域における魚類相は貧弱となり，大型の回遊性魚類は沿岸帯を

南下するブリなどの他には少ない。 3月頃から，シイラ，カツオ，キハダなどの大型暖海性魚

類が黒潮の高水温帯を北上回遊して来る。このような大型魚類の胃内容中にシラスが捕食され

ている例は現場では数多く観察されており，特にカツオについては，「1987年 3-4月に伊豆

銭州近海のカツオ漁ではシラスを食べていて餌付きが悪しリなどの漁業者の話がある（三重県

水産技術センター 藤田氏，私信）。また，同年 4-5月には土佐湾沖の黒潮域においてカツ
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オがシラスを捕食しており，付近にはマシラスの集群も目視されている（小西ほか， 1987）。

1988年 5-6月の小笠原一伊豆諸島域におけるカツオ漁（曳縄，竿釣り）ではシラスの捕食割

合が例年より少ないとの千葉県漁師の観察もある（千葉水試平本氏，私信）。

太平洋岸域のカツオの出現は四国沖では例年 3月頃からみられ，その来遊盛期は四国沖一紀

伊半島沖では 4～ 5月，伊豆諸島一房総沖では 5-6月である。カツオの出現時期は黒潮域か

ら沿岸域におけるマイワシ仔魚の出現時期とほぼ一致し，重要な捕食者になっていると推定さ

マイワシの再生産過程

れる。

1960-1986年の漁獲統計によると，東シナ海を含む太平洋岸の近海域における竿釣りによる

カツオの漁獲（Fig.5-28）は1962～ 1964年頃に盛期があった後， 1965-1973年には不漁になっ

たが， 1974年以降好漁となり 1978年にはピークを記録し，その後減少しつつも好漁下に経過し

ている。カツオと同様に， 4～ 6月黒潮主流域から黒潮外側域におけるマイワシ仔魚、の有力な

捕食者として，キハダ，ビンナガ，メジ，シイラがあげられる。太平洋中区と南区（千葉県一

宮崎県）の漁獲量（Fig.5-28）によると，キハダは1960年代にやや好漁であったが，その後比

較的変動が少なく， 7万トン位が水揚げされている。黒潮外側の低水温帯を主生息域とするピ

ンナガは1964-1965年に盛期を迎えた後概して減少傾向を示している。漁獲量ではキハダとピ

ンナガよりも 1桁少ないが，メジはカツオと比較的類似した経年変化傾向を示したのに対し，
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Figふ28, Yearly changes in catches of a common dolphin fish (open circle), a young yellowf泊 tuna

(cro錦）， a yellowfin tuna (triangle) and a albacore (cross) along the Pacific coast from Chiba Pre-

fecture to Miyazaki Prefecture and a skipjack (solid circle) by pole and line fishery in the sea 

from the East China Sea to the area off Sanriku, northern Japan during 1960 to 1986. Referred 

from the ”Y巴arlyReport of Statistics of Fishery and Fish Culture”． 
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シイラは1973-1974年と1985-1986年に山をもっ独特の変動傾向を示した。

5) その他の魚類・頭足類

冬季の魚類相は年間のうちで最も種多様性が小さくなり，分布量も少なくなる。マイワシの

主産卵期である冬春季の太平洋岸域においてどのような魚種が分布しているのかを東海区水産

研究所の「蒼鷹丸」による産卵調査時の採集結果及び鹿児島県，和歌山県，千葉県の各水産試

験場の漁海況情報を参照して概括的に調べた。

Table 5・1. 0αurrence of pelagic fishes and cephalopods collected in the 

spawning survey by the “SOYO MARU”of the Tokai Regional Fisher-

ies Research Laboratory along the Pacific coast from Satsunan area to 

Kashimanada during January to March on 1971to1987. 。：oαurrenceabove 50% ム： occuηenceabove 33＇／も

Arabian numbers show the turns of occuπence in each area. 

薩南海域 都井岬ー潮岬域 潮岬一鹿島灘海域 太平洋岸域

。サンマ ムマイワシ －マサパ 1 ダツ

大 ムダツ －ダツ ゴマサパ 2 サンマ

・マイワシ －サンマ・ ・ダPツ 3 マイワシ

陸 －マサパ ・ウJレメイワシ ・スルメイカ 4 マサパ

ハマトピウオ －マサパ －サンマ 5 ゴマサパ

棚 －スjレメイカ ・ゴマサパ －マイワシ 6 スjレメイカ

7 ウルメイワシ

域 8 カタクチイワシ

8 ムロアジ

。サンマ 。サンマ 。サンマ 1 サンマ

沿 ・マイワシ ・マサバ ムマサパ 2 マサパ

・マルソーダ ・ゴマサパ ムアカイカ 3 ゴマサパ

・スルメイカ －マイワシ ムゴマサパ 4 マイワシ

岸 マサパ スルメイカ ・スルメイカ 5 アカイカ

ゴマサパ ウルメイワシ スジイカ 6 スjレメイカ

マイワシ 7 ムロアジ

域 7 ウルメイワシ

7 ダツ

8 スジイカ

－サンマ －サンマ 。サンマ 1 サンマ

黒 －ソデイカ －シイラ ムアカイカ 2 シイラ

－ハマトビウオ マイワシ ムビンナガ 3 アカイカ

スジイカ アカイカ ムカツオ 4 マイワシ

潮 カツオ －マサパ ムシイラ 5 カツオ

マイワシ ソデイカ ・ハマトピウオ 6 ソデイカ

シイラ ・スジイカ 6 ハマトビウオ

域 マイワシ 8 ビンナガ

9 スジイカ

10 マサパ
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1971～1987年 1-3月の産卵調査時の採集結果

出現海域を20伽t等深線以浅の大陸棚域，沿岸域，黒潮前線以南の黒潮域の 3海域にわけ，

18年間における採集魚種の出現率の高い順に示した（Table5-1）。

サンマとマイワシは全海域で出現頻度の最も高い種である。大陸棚域と沿岸域における出現

種と出現率は類似しており，ダツ，さば類（マサパ，ゴマサパ），いわし類（ウルメイワシ，

カタクチイワシ），スルメイカ，ムロアジがよく出現する。一方，黒潮域には北上索餌回遊の

シイラ，カツオ，産卵回遊中と推定されるアカイカ，ソデイカ，ハマトピウオ，ビンナガなど

が数は少ないが採集されている。

サンマは夜間灯火に集まったところをたも網で採集されるために，調査船で採集されやすい

こともあるが，実際にも，成魚産卵群がこの海域の黒潮主流域付近を中心に広く分布している。

サンマとマイワシの卵仔魚との共住み指数は低いと推定されるが，近年1980年頃から黒潮主流

Table 5-2. Pelagic fishes and cephalopods caught by purse-seine and set-net along the Pacific coast 

。fsouthern Japan during the winter season of December to April. 
c shows more frequent and abundant species. 

Satsunan area is due to“Weekly Report on Fisheries and Oc巴nographicConditions" ofぬe

Kagoshima Prefectural Experimental Station in 1987. 

Coastal area around Wakayama Prefecture is due to“Monthly Report on Fisheries and 

Oceanographic Conditions" of the Wakayama Prefectural Experimental Station in 1986 and 

1987. 

Coastal area off Boso P巴ninsulais du巴 to

Conditions”of th巴ChibaPrefectural Experimental Station in 1986 and 1987. 

薩南海域 和歌山県沿岸域 房総沿岸域

。マイワシ 。サパ類 。マイイワシ

。ムロアジ 。マルアジ 。サパ類

。マルアジ 。マイワシ 。カタクチイワシ

。アカムロ 。マアジ 。イナダ

。キピナゴ 。キピナゴ 。サワラ

。ウルメイワシ 。スルメイカ

－ウJレメイワシ

・ゴマサパ －カタクチイワシ ・ウjレメイワシ

－カタクチイワシ －オアカムロ －ウマヅラサギ

・ブリ －サンマ ・スズキ

－サワラ －アカカマス －サッパ

・ハマトピウオ －ムロアジ －アジ類

－ウマヅラハギ ・ボラ

・ブリ －コノシロ

－スルメイカ ・ヒラマサ

－サワラ ・メジ

1987年 1986, 1987年 1986, 1987年

鹿児島水試漁海況 和歌山水試漁海況 千葉水試漁海況

週報による 月報による 情報による
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域にマイワシ成魚、が出現して，主産卵域が形成されるようになってきた（黒田， 1987a）ことは

両種の遭遇の機会が増加していることを示している。しかし，この海域におけるサンマの産卵

成魚群の胃内容物に関する知見はないために，サンマによるマシラスの捕食事例は不明である。

太平洋岸域のまき網，定置網に漁獲される魚種

1985-1987年12-4月に鹿児島・和歌山・千葉県の各沿岸域においてまき網と定置網で漁獲

された魚種から，出現量が多く出現頻度の高いものを表に示した（Table5-2）。

3海域に出現する魚種は類似しており，いわし類（マイワシ，ウルメイワシ，カタクチイワ

シ），さば類（マサH，コ守マサノ＼），あじ類（ムロアジ，マルアジ，マアジ，オアカムロ）が多

く，次いで，ブリ・サワラ・キピナゴ・ウマヅラハギ・スルメイカなどが多い。

以上の魚種はマイワシの産卵期に出現するため，マイワシとの遭遇の可能性があり，捕食者

となりうることを示しているが，いずれも調査した1985年一1987年には量的に少ないと推定さ

れ，捕食者であっても重要でないかもしれない。

(5）被捕食に関する考察と具体的な捕食者の抽出

海洋生態系の中で種問および種内における食う食われるの関係は日常的にみられる現象と推

定されるが，それらを実証的に解明することは困難な研究であるとされている。

一般に，魚類の死亡要因（自然減耗）として，①環境悪化， e飢餓，③被捕食があげられる。

河井・石橋（1981）は魚類の初期減耗（死亡）要因の中で食害を重視し，食害の主要因が魚

食性プランクトンによると仮定し，その可能性を吟味した。そして，魚食性プランクトンー水

母類，多毛類，矢虫類，端脚類 による食害が魚類の初期減耗の大きな要因になることを報告

した。さらに，河井・石橋（1984）と河井 (1987）は多獲性浮魚類（プランクトン食性魚類）の

魚種交代現象にも魚食性プランクトンの食害が基本的に関係しているとする食害主因説を提示

し，具体的には，矢虫類の 6-7年周期の消長とプランクトン食性浮魚類（マサパ・マイワ

シ）の魚種交代についても考察した。また，横田ほか（1961）は魚類の食’性について広範な具

体的研究を行い，その中で食害について考察した。そして， Leopoldが1933年に記載したある

生活領域における捕食種の食害による被食種の死亡率の変化に関する 5条件，すなわち，（ 1 ) 

餌生物の群密度の大小（ 2）捕食種の群密度の大小，（ 3）天然餌に対して捕食種の晴好，（ 4）餌

生物の物理的条件と遁走力，（ 5）捕食種に対して緩衝作用する生物，または代替餌料が豊富な

存在について具体的事例を含めて検討した。その結果，「predatorのsizepreferenceの上限以

内で， predatorが遭遇する prey棲息密度によって predationは規定される」と要約した。こ

れは，「捕食関係は捕食者と餌生物の分布密度と餌生物の大きさの上限によって規定され，食

害（死亡）の大きさは一般に遭遇密度に依存するjと平易にいいかえられる。そして，遭遇度

を次式で表わした。

P＝士×Npd×Npr×R p ：餌料種 Nprの捕食される尾数

A ：捕食種と餌料種の遭遇する海域の広さ

Npd：遭遇海域における捕食種の個体数

Npr：遭遇海域における餌料種の個体数

R ：捕食係数

さらに，横田ほか（1961）は食害の重要性について見解をのべ，黒潮とその内側に形成され
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るecotone（遷移帯）に魚類群集の接触帯があり ここで共喰いを含む発生初期の食害が大き

く，その多少が資源の補充量を左右するとした。

卵仔魚、の減耗要因として，分散による不適環境への輸送，被捕食，後期仔魚、における餓死が

あげられる。中でも，被捕食は，その実態については不明な点が多く知見も極めて少ないけれ

ども，減耗の主要な部分を占めると想定され注目されている。田中（1983, 1986）は被捕食に

関する既往の知見を整理して魚類の卵仔魚期の被捕食の例を紹介し，初期生活期における減耗

要因としての被捕食の問題点とその重要性を指摘した。また，田中（1983）は無脊推動物によ

る魚、卵仔魚の捕食は①広範囲な分類群にわたっていること，②水母類，頭足類，オキアミ類

は成長とともに発育の進んだ仔魚をより多く摂餌すること，①大部分の小型無脊推動物は魚、

卵を捕食せず，ごく限られた発育段階の解化仔魚を中心に捕食する傾向があることを認めた。

次いで、，魚類による捕食ではプランクトン食性の浮魚類の役割が大きいこと，成魚や未成魚、が

同種の卵仔魚を捕食したり，発育の進んだ仔稚魚が同種の小型仔稚魚を捕食する，いわゆる共

喰い（cannibalism）現象の重要性を指摘した。そして，無脊椎動物による魚卵仔稚魚、の捕食

者の例として次の種を紹介した。渦鞭毛虫類（ヤコウチュウ），水母類（ヒドロ水母類，鉢水

母類ミズクラゲ，キタユウレイクラゲ，管水母類ボウズニラ），毛顎類（マントヤムシ，キタ

ヤムシ），榛脚類 （Euchaeutaelangata, PontellidaeのLabidocera,Pantellopsis），端脚類（ハサミ

ウミノミ， Hyperoche,Parathemisto），オキアミ類（ツノナシオキアミ），その他環形動物，十脚

類の幼生，頭足類 （Loligo属）。このような被捕食の重要性の指摘は， Sherman (1981）や Las-

ker (1981）によっても報告された。

マイワシ卵仔魚、の被捕食が成立するためには捕食者との遭遇（時空間の一致）が前提条件と

なる。すなわち，マイワシ卵仔魚、と捕食者の遭遇は両者の特有の生態によって被捕食という種

間関係を生む。そして，その被食強度は捕食種の生物量が多いことが条件となる。捕食種の量

的条件は捕食種の来遊量の経年変動に依存し，その経年変動は海洋の周期変動と餌生物の変動

に左右されていると考えられる。マイワシの産卵期は11～ 7月に亘り，太平洋岸域における主

産卵は海水の対流期で，かつ，年間の最低水温期である 2-3月に行なわれるので，卵・仔魚

の分布は 2月以降5月頃まで最も多い。そして，分布域の重心は西から東へ，また，黒潮域か

ら沿岸域へと移行していく。したがって，産卵期における捕食圧は産卵初期には比較的小さく，

後期に向けて次第に高まるといえる。すなわち，マイワシ卵仔魚の主分布期である 2-5月に

は月を経るにつれて被食強度が高くなると考えられる。

本論文では，卵の被捕食についてはほとんど知見が得られず，オキアミ・ヤムシ類の動物プ

ランクトンとサンマとハダカイワシ科魚類および仔魚を含むマイワシの共喰いの可能性だけを

示した。仔魚、については表層曳の稚魚、網に多く採集されること及ぴ野外における捕食事例の観

察結果から，捕食者として可能性の高いカツオノエボシ，メガロパ幼生，ハダカイワシ科魚類

を指摘した。さらに，捕食事例の認められるカツオを代表する暖海性魚類であるシイラ，メジ，

ビンナガ，キハダなどを指摘した。

カツオノエボシは本来外洋性の暖水種であり， 4月以降黒潮域を主に沿岸域にも出現し，分

布域がマイワシ仔魚と重複する。そして， 1982年以降4月に出現がみられるようになり，分布

時期の重複も明白化した。メガロパ幼生は内湾・接岸域に発生し，発生の多い時には沿岸域か

ら黒潮域にも出現し，分布域が重複する。また， 4月の分布量はカツオノエボシと同様の傾向
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があるが他の時期にも出現し，年による変動も大きく，その発生は内湾の富栄養化と関係して

いると推定される。群を形成すること，極めて貧欲な食性を示すことから重要な捕食者として

指摘できる。ハダカイワシ科魚類は200m 以浅の大陸棚域には分布しないが広い分布域をもち，

黒潮域に出現が多く，沿岸域に少ない。その生物量は極めて多いので，夜間の表層付近におけ

るマイワシ仔魚との遭遇の機会は極めて多いこと， 5月の出現盛期はマイワシ仔魚の出現盛期

と一致すること，分布密度の高い19~25℃水温域は冬春季には暖水年に沿岸域にまで広がるこ

となどの理由によって有力な捕食者である可能性が高い。さらに，実際には 4-5 cm以上の

大型魚は逃避によって入網しにくく，稚魚網の表層曳で採集される以上に大型魚、が分布してい

るとも考えられ，ハダカイワシ科魚類の実際の捕食率はさらに高いとも推定される。

カツオに代表される大型の暖水性魚類は年による来遊時期の遅速と来遊量によって捕食者と

しての重要性が異なる。これらの魚類は黒潮・外洋域を主に 4～ 6月に出現し，来遊時期が早

まる程主に黒潮主流域付近において遭遇する機会が増大する。来遊時期の早まりは水温が平年

より高い年に生ずると推定され，来遊量が多い年には捕食者としての地位が高まると考えられ

る。

冬季は沿岸及び黒潮域において年間のうちで最も貧弱な動物相（魚類やプランクトン）に

なる時期で，かつ，現存量も減少する。

1978～ 1987年の冬季17年間における採集結果によると，太平洋岸域に出現の多い種としてサ

ンマとマイワシがあり，沿岸域にはいわし類，さぱ類，あじ類，ダツ，スルメイカなどが多く

出現し，ブリ，サワラ，キビナゴ，ウマズラハギなども分布する。一方，黒潮域にはカツオ，

シイラ，メジ，アカイカ，ソデイカ，ハマトピウオなどが出現するが，量的には少ない。

これらの魚類はマイワシ卵仔魚の出現期に分布することから遭遇の可能性があり，マイワシ

卵仔魚、を捕食する候補者であるが，捕食者としての重要度はその出現量と遭遇度に依存する。

この見地から推察すれば，量的に多いサンマとマイワシについては，サンマは調査例が少ない

ために不明な点が多くて今後の調査が望まれるし，マイワシ成魚による共喰いは成魚の個体維

持と間引きにつながる種族維持の行動とも解釈され，死亡による減耗要因には相異ないが，種

個体群の崩壊や減少につながるような原因にはならないと考えられる。また，これらの魚類と

頭足類の量的動態は各々年代による消長があり，その捕食関係も異なると考えられる。すなわ

ち，暖水年代にはカツオ・まぐろ類，あじ類，さば類，サンマが主に関与すると考えられる。

一方，冷水年代にはカタクチイワシ，スルメイカ，プリなどの魚類が主に関与すると想定され

る。

マイワシ卵仔魚の重要な捕食者として，カツオノエボシ，メガロパ幼生，ハダカイワシ科魚

類，カツオを代表とする暖水性魚類を指摘した。これらの異常発生時や傾向変動の盛期におい

てマイワシ卵仔魚に対する捕食圧が高まった場合に，初期減耗の割合がより大きくなり，すな

わち，加入量が小さくなって資源の減少に結びっくことが想定される。これらの関係はマイワ

シだけに特有なことでなく，同様な生態的地位にあるプランクトン食性浮魚類に共通すること

で，それがいわゆる魚類交代現象を誘因するかもしれない。
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3.結論と考察

(1) 黒潮流路に対応する海況の特性とプランクトンの分布特性

黒田（1985a）は，代表的な黒潮流路の 3型（A・C・N型）に分けて本州南方の黒潮内側

域における海況とプランクトンの特性についてまとめ，そして友定（1989）は黒潮流路を大蛇

行型（A型）と非大蛇行型（B・C・N型）に分けて，出現頻度・流量・沿岸水温・本州東方

の媛水塊の形成について報告した。ここでは，この両知見を合成することによって具体的な生

態学的知見として再構成した（Table5-3）。

Table 5-3. Some characteristics of oceanographic conditions and plankton. 

Revised and combined after Kuroda(1985) and Tomosada(1989). 

Kuroshio Deviation Occurrence Volume Character Northward Formation Phyto- Oαurrence 

Path from 日equency Transport of Extrusion 。fWarm plankton 。f
Annual 。fKuroshio Surface 。f Water Biomass Macroplankton Oyashio 

Mean (East China Current Kuroshio Mass Plankton 

Temperature ~ea) Front East in 

in Coastal (Enshunada) of Kuroshio 

Area Honshu Biomass Composition Area 

toward •mixed by 

A-type ＋＋ 2/5 (large) land and （＋）→（＋） nent1c 

high outside present low and 

(small) Kuroshio ocearuc 

(A,As) plankton 

•mixed, but 

C-type （ー）→（一） m創凶y

(small) toward absent neritic 

(C) low offshore ？ plankton ＋＋ 

（ワ）
3/5 

toward • occurrence 

N-type 十一 (large) offshore 
（ー）→（ー）

of 十
十

absorbed ＋ Salpidae 
ab記nt high 

(N) modarate mto 

Kuroshio 

黒潮の大蛇行流路は宇田（1937, 1940）によって報告されて以来，黒潮異変と呼ばれ，異常

現象として認識されていた。しかし，岡田（1978）は黒潮流路を潮位記録を含めて歴史的に整

理した結果，その出現頻度に大差がないことを見出し，大蛇行流路を特異現象でなく定常現象

であると解釈した。石井ほか（1984）によると，黒潮の大蛇行流路と非大蛇行流路の出現頻度

の比は 2: 3であり，さらに 3型にわけると， A:C:N型の出現割合は約 2: 1 : 2である。

最近，黒潮流路はその海況特性からさらに細分化される傾向にあるが（石井ほか， 1984；小林

ほか， 1984・1986），生物現象を大きく規定する流路型としては代表的な N ・A ・C型がある。

著者は，この他に，黒潮の大蛇行流路が最も発達した As型が重要で、あり，そして， AとC型
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の中間型である B型はA型に含めるとょいと考えている。

3つの黒潮流路時の黒潮内側の沿岸水帝における水温は， A型流路では平年値よりも正偏差

であり， C型流路では負偏差を示し， N型流路では平年値付近を変動する（藤本・友定，

1980)0黒潮が近接して流れる太平洋岸の沿岸域は平均場と異なる海域特性が現われることも

多い。例えば，遠州灘と紀伊水道の沿岸水温を比べると，大蛇行期には遠州灘で高温であるの

に対し，紀伊水道では低温であり，非大蛇行期にはその逆になる傾向が認められている（友定，

1989）。同様に，東シナ海と遠州灘における黒潮流量は大蛇行期に前者でも大きく，後者で小

さいのに対し，非大蛇行期にはその逆の傾向となる。表層流動系も両流路間では逆の傾向を示

す，すなわち，大蛇行期には黒潮からの向岸流や外側に向かう反流が発達するのに対して，非

大蛇行（特にN型）期には沿岸から黒潮への沖出し流，すなわち，黒潮に吸収される型の流系

が卓越する傾向がある（小林ほか， 1984）。また，本州東方の黒潮前線の北上と暖水塊の形成

は大蛇行期に生じ，非大蛇行期には形成されにくい傾向がある。沿岸水温と表層流動系の特徴

は黒潮流路の陸岸への近接度に依存していると考えられ，大蛇行期には薩南海域と紀伊水道一

遠州灘沖で離岸，日向灘～土佐湾と伊豆近海ー房総沖で接岸する傾向があり，非大蛇行期には

逆の傾向を示す。黒潮流路の位置は遠州灘の冷水塊と四国沖の暖水塊の位置によって規定され，

特に暖水塊の動向が基本的に重要で、あると考えられる。

次に，植物プランクトン現存量は日向灘一遠州灘の日本南方海域においてN型流路時に豊富

になり， A型流路時に貧弱になる傾向がある（黒田， 1985a）が，流路毎の植物プランクトン

特性については資料数が少なく十分検討されていない。

動物プランクトン量もまた，植物プランクトンと同様な傾向を示すが， N型流路時には沿岸

牲の小型の copepodaが卓越して個体数は多いけれども，量的には余り大きくならない傾向が

ある（木立・伊東， 1979）。一方， A型流路時には表層流動系と対応して，黒潮内側域では沿

岸性と黒潮系プランクトンが混合組成を呈し， C型流路時にはNとA型流路時の中間の動物相

を呈するが，概して沿岸性プランクトンが多く，中でもサルパ類の出現が顕著である（木立・

伊東， 1979）。

本州南方の黒潮域の中深層（表層も含む）において親潮系の動物プランクトンが出現するこ

とが知られている（黒田， 1980）。黒潮内側域における親潮系プランクトンの出現はA型流路

時には出現例がなく， CとN型流路時に出現し， C型流路時に最も出現しやすい傾向がある。

これは，房総沖の黒潮の離接岸（黒潮流軸の位置）と密接に関連する現象と考えられる（黒田，

1985a）。

(2）発育段階別および海域別の三大減耗要因の評価

河井（1988）はプランクトン食性魚類の初期死亡の三大要因として，①環境悪化②餌不足

③食害をあげた。その中で， 3番目の食害が最も重要な要因であり，肉食性の動物プランクト

ン，特に矢虫類を有力な捕食者として指摘した。

著者は河井（1988）の見解に深い関心を持っているが，具体的にマイワシを例にとると，発

育段階によって 3大要因の比重が異なること，そして，その中でも主要な役割を果たしている

と考えられる被捕食（河井のいう食害）の主体として，大型プランクトン（カツオノエボシと

メガロパ幼生），ハダカイワシ科魚類，暖海回遊性の大型魚類（カツオ，まくやろ類，シイラな

ど）を指摘したい。
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ここでは，マイワシの再生産過程における発育段階別に太平洋岸域を沿岸域・黒潮主流域・

黒潮外側域の 3海域に分けて減耗要因を検討した（Table5-4）。

Table 5-4. Mortal factors and their estimation in each area and sardine developmental stage. 

L 

A 

R 

明記 turnof symbols c, 0, 0 shows relative intensity of mortal factors. Black circles show main mortal factors目

The mark （一） sho附 norelations. 

Pacific Coast 
Developmental Mortal Factors Notes Stages 

Coastal Area Kuroshio Main Kuroshio 
Current Zone Outside Area 

OPresence of predator 。 。 。 Cannibalism on 

EGG •High temp. above 。 。 l争 E飽sby adult 

optimum 

0Presence of predator 。 。 。 Predation on 

PRELARVA eHigh temp. above 。 。 ① 
E銘sand larvae 

increases at lower 
optimum 

temperature 

ePr自己nceof predator 。 ① 。 range within 

V POSTLARVA estarvation 。 争 。 optimum temp. 
A OHigh temp. 。 。 ① 

OLow temp. 。
JUVENILE ePresence of predator 。 。 。
IMMATURE ePresence of predator 

OFishing catch 

ADULT ePresence of predator 

OFishing catch 

卵と前期仔魚は自栄養期であり，遊泳力はなくもっぱら他動分散する。海況による輸送分散

の影響は仔魚の遊泳力の発達と関連しており，卵一仔魚期にはこの要因に支配され，後期仔魚

期でも形態的に未発達である約15mm位までが大きく影響を受ける。全長約55mmの稚魚にな

ると，ほほ成魚に似た形態となり，自ら遊泳する機能が完成する。したがって，卵と前期仔魚

の主な減耗要因は基本的に被捕食であり，環境要因としては不適環境との遭遇という観点から

21°C台以上の高水温と水温の急変などをあげることができる。このような水温環境は年に

よって薩南海域を中心に生起し，黒潮以南で出現頻度が高い（黒田，未発表資料）。

次に，卵黄吸収後の後期仔魚は他栄養期に入るとともに個体維持のための摂餌を開始する。

この時期は初期減耗期と呼ばれ，生活史の中で減耗の最も大きい時期として町ort (1914）の

指摘以来，注目を集め研究されてきた（渡部， 1981a）。そして，この時期には PNR事という

時期があることが指摘され（Blaxterand Hempel, 1963 ; May, 1974），初期減耗期の中心的

時期になっている。マイワシ仔魚の PNRは現在のところ知られていないが，山下ほか（1989)

* PNR Point of no returnの時，致死点

山下 (1988）は「仔魚に餌を令〈与えないでおいた時，再び与えても生残り不能になる点」と定義した。
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によると，カタクチイワシの仔魚は水温23°Cでは 2日齢の夕刻から摂餌を開始するが， 3日

齢までにシオミズツボワムシを摂餌できなかった仔魚は8日齢までに餓死するo また，松岡・

三谷（1989）は飼育実験において 2日後には PNRをすぎていると推定した。したがって，後

期仔魚期の主な減耗要因として基盤的には被捕食があるが，初期減耗期を中心にして，餓死と

高水温をあげることができる。この発育段階では仔魚の成長に伴う遊泳力の発達と環境耐性の

強化などのために飢餓や高水温による減耗の比重は漸減すると考えられ，形態的に 1つの変曲

点のある全長15mm位（魚谷ほか， 1988）までが初期減耗の最も特徴のある時期とみなせるか

もしれない。この発育段階では，飢餓が最も重要な減耗要因でーあるが，その度合は生物環境条

件の年変動に依存していると推定される。そして，飢餓と被捕食の両要因が同時に生起したり，

減耗を助長する環境条件（周期変動や傾向変動）が重なる時に，初期減耗が大きく変動すると

いえる。

最後に，稚魚は成体と同様な体構造を完成し，群泳して活発な摂餌活動をする。この時期に

は物理環境要因による影響は小さくなり，飢餓も生じにくいと推測される。専ら，生態系の基

本的関係である“食う食われる”の異種間関係が支配的になり，捕食によって成長し，被捕食

によって減耗する。この発育段階の生活の場は部分的には太平洋岸の内湾域（例えば，大阪

湾・伊勢湾など）にあるが，主体は日本の東方の黒潮続流域から混合水域に広く分布する。こ

の広大な北西太平洋海域は，同時に多くの回遊性魚類の索餌場でもあり，稚魚の成育場でもあ

る。しかし，この稚魚、期の分布や生態に関する情報は少なく，遊泳力のある発育段階の稚魚、を

捕獲する採集具が未開発のためにその実態はほとんどわかっていないのが現状である。この発

育段階は加入前の0年魚時代の多くの期間を占めており，産卵量と加入量の聞に負の関係があ

る場合に，この段階の減耗が再生産過程の中で，初期減耗期以外に予想以上に大きい役割を果

たしている可能性がある。本論文で得られた全長lOmmまでの後期仔魚量と発生後約半年を経

過した 0年魚の量（道東海域と亜寒帯水域）との関係によると，年による変動幅が大きいこと，

両者の問には1986年以降負の関係が期待されることが読み取れる（Fig.5-29）。このことは，

卵黄吸収時を中心とする初期減耗期における卵からの生残指数は約 1%で，産卵量と正の関係

がある（第町章）。一方，その後の仔魚期から約半年後の稚魚期における生残指数は変動が大

きく，かつ負の相関も期待されることから，加入量を左右する発育段階である可能性を示唆し

ている（Fig.5-29）。

以上のことは，生活史の中で空白域を形成している稚魚期の生態研究が重要な課題であるこ

とを示唆している。

未成魚と成魚の発育段階における減耗要因も基本的には被捕食であり，それに人間活動であ

る漁獲が付加する。この中で，資源に影響を与えるような減耗要因としては成魚産卵群に対す

る捕食であり，漁獲であると考えられる。捕食による産卵群への影響が生ずる海域としては薩

南海域が想定され，そして漁獲による成魚産卵群への影響は九州北西岸一薩南海域と道東海域

などで生ずる可能性が考えられる。

以上をまとめると，マイワシの生活史の中では生態系における種間関係が基盤的に存在し，

被捕食が主要な減耗要因となるが，漂流を生態特性とする発育段階の初期には環境との関係が

大きく，卵・前期仔魚期には水温そして後期仔魚期には飢餓が重要な減耗要因として付加し，

さらに未成魚・成魚段階では社会的要因である漁獲という人間活動が加わる。
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Fig.5・29. Relation of the abundance in the sardine young-ofヴearof about six months old in the sea off 

southeastern Hokkaido and the subarctic area off Hokkaido with abundance in the posトlarvae

to 10 mmτL along the Pacific coast of southern Japan. 

(3）輸送分散モデルによる太平洋岸域における主産卵場の評価

太平洋岸域における代表的な産卵場（土佐湾，薩南海域，伊豆近海）から輸送分散される卵

仔魚が5日後に存在する海域（沿岸域，黒潮主流域，黒潮外側域）の割合（Table5-5）は，土

佐湾の場合には，大蛇行流路期には沿岸域では約60%，黒潮主流域では40%であり，そして非

大蛇行流路期には両域ともにほぼ半々である（Kobayashiand Kuroda, 1989）。次に，薩南海

域の場合には，大蛇行流路期には沿岸域に滞留する割合が極めて少なく（ 4 %），黒潮主流域
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（約60%），黒潮外側域（約40%弱）の順で多く滞留し，非大蛇行流路期には大蛇行流路期より

も沿岸域でやや多くなるが（ 8 %），その他の海域ではほぼ同じ傾向で分散する。最後に，伊

豆近海の場合には，大蛇行流路期には沿岸域で最も少なく（11%），黒潮主流域と黒潮外側域

では同程度であるが，非大蛇行流路期には黒潮外側域で、最も多く（53%），黒潮主流域，沿岸

域の順となる。すなわち 土佐湾の産卵場からは沿岸域，次いで黒潮主流域に，薩南海域の産

卵場からは黒潮主流域，次いで黒潮外側域に，伊豆近海の産卵場からは黒潮外側域，次いで、黒

潮主流域に分散される傾向が認められる（Table5-5）。

Table 5-5. Remainnment rates of sardine eggs and larvae in each area after five days dis-

persing from the three m司orspawning grounds along the Pacific coast of southern 

Japan. 

M shows the period of large-meander path of the Kuroshio and N shows the period 

of non-meander path of it. 

Spawning grounds Coastal region Kuroshio Kurosho outside region Current region 

Tosa Bay M 59% M 41% M 0% 
N 49% 

N 51% 
N 0% 

Satsunan area 恥f 4% 恥1 59% M 37% 
N 8% N 52% N 40% 

Izu-Islands area M 11% 民1 44% M 45% 
N 13% N 34% N 53% 

卵仔魚、期における減耗の原因は，現在のところ，不適環境，飢餓，被捕食（捕食者の存在）

の3要因があげられ，後の 2者は生き残りと減耗の二面性をもち，相対的関係にあることが指

摘されている（田中， 1986）。これらの条件を現場における経験則に基づいて評価することに

よって，沿岸域，黒潮主流域，黒潮外側域の 3海域における仔魚の生残率を各々80%, 50%, 

0%と仮定（Table5-6）すると，黒潮流路の大蛇行型の場合と非大蛇行型の場合に各産卵場か

Table 5-6. Assumption of survival rate of sardine eggs and larvae in the coastal, the 

Kuroshio main cu汀entand the Kuroshio offshore areas along the Pacific coast of 

southern Japan by estimating of prey and predator. 

Survival conditions Coastal region Kuroshio regio日 Kuroshio outside region 

prey 十＋ ＋＋＋  ＋＋  

predator ＋ ＋＋  十＋ ＋ 

assumed survival rates 80% 50% 0% 

ら輸送分散された卵仔魚の滞留率から産卵場の評価をすることができる（Kobayashiand 

Kuroda, 1989）。その結果によると，仔魚の生残率は土佐湾で最も高く（約65%），薩南海域

と伊豆近海における生残率は共に約30%で大差なかった。また，黒潮の大蛇行流路と非大蛇行
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流路期の差は，前者の方がやや生残率が大きい程度で，ほとんど差が認められなかった

(Table 5-7）。

Table 5・7. Estimation of the three major spawning grounds from the viewpoints of relative 

survival rates of sardine eggs and larvae after five days. 

Relative Survival Rate 
Spawning grounds 

meandering path no meandering path 

Tosa Bay 67.7% 64.7% 

Satsunan area 32.7% 32.4% 

lzu-Islands area 30.8% 27.4% 

以上の試みは仮定を置いた計算にすぎないが，太平洋岸域における産卵場の中で土佐湾を中

心とする日向灘～紀伊水道の産卵場が最も条件のよいことを示唆しており，また，この産卵場

は資源の減少期にも持続する産卵場であることから，種の歴史性の中で残存している発生域に

近い産卵場であるという見解（原， 1983）を支持する。

(4）車越年級および不良年級の形成と物理環境・生物環境・減耗要因との関係

N章の結果から，マイワシの卓越年級群の形成年は1972年⑦， 1975年⑥， 1980年①， 1981年

⑤， 1983年④， 1985年③， 1986年②であり，その相対資源量の大きさの順を丸印で示した。さ

らに，不良年級は1988, 1979, 1978, 1984年級の順に資源豊度が低かった。

1 ）卓越年級形成年の特徴

卓越年級形成年における主産卵期である 2-3月の黒潮流路は N型あるいはN→ C型

(1975・86年）' B→ C型 (1985年）， A→ B型（1980・83年）であり，大蛇行型流路であるこ

とは極めて少なかった。水温は平年並みか負偏差の傾向を示した。動物プランクトンの現存量

は多い年と少ない年があり，多い年（1980・75年）には1972年の例外を除いて，初期生残が良

好であり，逆に少ない年（1981・83・85年）には初期生残が不良の傾向が認められた。

被捕食関係では，カツオノエボシとメガロパ幼生に関するデータが少ないために，対応関係

について検討できなかった。ハダカイワシ科魚類が多い場合には，動物プランクトンが多くて

も初期生残が不良の傾向があり，一方，少ない場合には1972年の例外を除いて初期生残には関

係ないらしいが，加入量の段階で良好となる傾向が認められた。ハダカイワシ科魚類の経年変

動では， 1985年以降マイワシ仔魚の出現の増加とともにハダカイワシ科魚類の出現率も増える

傾向にあり，したがって，両者の遭遇率も増加しているため1988年級の減少の原因になったか

どうかの検討を含めて今後の動向が注目される。

2) 不良年級形成年の特徴

・黒潮流路はA ・C・B→ C型を呈し， N型の例はなかった0

．水温は1984年の例外を除いて正偏差傾向を示した。

・動物プランクトンの現存量は概して少ない傾向を示した。ただし， 1986年については資料が

なく不明である。

・初期生残は概して不良に経過し，動物プランクトンの現存量の低い水準と対応しているよう
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にみえる0

・被捕食関係では，ハダカイワシ科魚類は平年並みの出現であったが， 1988年（資料なし）を

除いて 3年間共に大型の捕食魚類であるカツオとメジの漁獲量の多獲年であったことは捕食

の影響を示唆するかもしれない。

INCREASE OF ADULT FISH 

lncreace in Egg Abundance 

Main Spawning Months in February and March 

Expansion and Southward Shift of Spawning Grounds 

Increase in Recruitment Abundance 

Progress of Long Distance’s Dispersion by Kuroshio 

High Level Stock 

Large-scaled Migration Pattern 

•extension of distribution 
• shift of maturation age from two to three years old 

・muIt i-yea r-classes' composition 

•mixture of subpopulation 

Fig.30. Recruitment process in the increasing stock period of the Japanese sardine. 

White circles indicate some significant relations and bars indicate no relation. 

Question marks indicate to be questionable due to no data. 
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(5）資源の増加期における再生産過程の生態学的意義

マイワシ資源は暖候期に増大する。暖候期の産卵場水温は上昇する。資源の増大期における

卵から後期仔魚初期までの初期生残過程の生残は良好で、あり，同時に成長もよい。後期仔魚、と

稚魚期おける生残と成長についても良好になると推定されるが，実態は不明である。総じて，

I年魚としての加入量は前年を上回って増加する。加入量の増加は産卵成魚群の増加をもたら

す。この過程に関わる生物環境では，水温の上昇は餌条件と捕食者の存在の傾向変化を生起し，

後期仔魚初期の餌条件（低次生物生産）は増加の方向に作用し，かつ，仔魚・稚魚、期の捕食者

の増加の傾向を生ずると考えられる。捕食者の増加は加入に対して負の作用となるが，捕食者

の存在は傾向変化が持続するまで餌条件よりも時間を要すると考えられるので，結果的には，

生残条件がよく，前年よりも加入量の増加が生ずる。しかし，稚魚期における両条件の実態に

ついてはほとんどわかっていない（Fig.5-30)

成魚の増加は産卵量の増加をもたらし，産卵期は 2-3月に盛期となり，産卵場は拡大し南

偏傾向をもたらす。これらの状況は加入量の増加を経年的にもたらし，冬季の季節風の影響も

加わって黒潮による仔稚魚の長距離輸送分散が助長される結果となる。その増加過程の経年的

な持続によって，マイワシは小回遊型から大回遊生活型のパターンとなり，資源の高水準期を

形成する。要するに，生物環境を含むマイワシの増加に対する引き金は，暖候期における水温

の上昇であり，このために加入条件が良好になり成魚の増加蓄積が生じて産卵量が増加する。

この結果，産卵場と産卵期の変化を生起して，黒潮による仔魚の長距離分散を発現強化させ，

大回遊型生活型が主体となる。いいかえると，産卵場を含む水温の正偏差の傾向変動が，資源

の高・低水準期における各生活型に分ける生態的分岐の引き金となり，マイワシの再生産過程

に影響して，加入量が規定される（Fig.5-30）。
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第U章要 約

著者は，本研究において，我国で漁獲される多獲性浮魚類の中でも最も重要なマイワシにつ

いて，その資源変動に関わる再生産過程の実態を明らかにし，考察を加えた。本種については，

従来数多くの生態学的知見が得られているにもかかわらず，生物学的特性の基礎知見が欠知し

ていたために，マイワシ資源の再生産機構，ひいては種個体群の数量変動機構を十分に説明す

ることが出来ない状況にあった。現在，重要なことは，従来からある生物生態学的知見を再評

価し，また，既往の資料を再整理して新しい生物特性の知見を見出して，これらの基礎知見を

相互に関連づけることによって，再生産機構を解析することである。

著者は，本種の産卵から加入までの再生産過程の変動要因を，それが環境・生物環境との関

係およびその生活史に内包されているという観点から，東海区水産研究所の資源部が長年モニ

タリング調査として実施してきた，そして著者自身も1977年から従事してきた「産卵調査」お

よび水産庁の200海里卵稚仔集中調査で得られてきた経年的な資料を基本にして解析した。そ

して，本種の分類，形態，初期発生，生活周期，発育段階，分布，回遊，産卵特性，初期生残

過程と加入過程の実態を明らかにすること，さらに，再生産過程における生残と滅耗に関連す

る物理環境要因・生物環境要因との関係を検討することによって，資源変動に係わる再生産機

構を考察した。

論文内容の概要は以下の通りである。

I.マイワシ属の分類と分布

1.分類

世界のマイワシ属の分類に関する研究史を整理した結果，世界のマイワシ属については，

1929年に HubbsがSardinops属を創設して以来本格的な分類学的研究は行われていないため，

研究者による種に対する見解が相違しているのが現状である。著者は， 1929年の Hubbs段階

のマイワシ属の種の認識を採用した。今後 十分な標本を用いた形態学的または新しい生化学

的手法による分類学的研究を行うことが必要である。

2.分布

マイワシ属は 2属 6種知られており，世界の温帯域に生息する。すなわち，ニホンマイワシ

Sardinops mel仰 ostictus (Schlegel, 1946）は日本近海から北西太平洋岸域に，カリフォルニアマ

イワシ S.caeruleus (Girard, 1854）は北米西岸に，チリーマイワシ S.sagax (Jenyns, 1842) 

は南米西岸域に， オーストラリアマイワシ S.neopilchardus (Steindachner. 1879）はオーストラ

リア南岸一ニュージーランド近海に， ミナミアフリカマイワシ S.ocellαt叫s(Pappe, 1854）は

アフリカ南西岸域に， そしてヨーロッパマイワシ Sardinapilchardus (Walbaum, 1 792）はヨー

ロッパ沿岸域一地中海～アフリカ北西岸域に分布する。種個体群の高水準期には，ニホンマイワ

シが北太平洋東部へ移動する可能性があり，気候の寒冷期（氷河期）には両半球間（カリフォ

ルニアマイワシとチリーマイワシおよびヨーロッパマイワシとミナミアフリカマイワシ）が交

流の生ずる可能性を指摘した。
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1.初期発生
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仔魚、と90mm以下の稚魚、について発生に伴う形態変化の観察を行い，体長に対する相対成長，

鰭条系などの計数形質，組織器官の形成，色素系の発生などについて精査した。その結果，ふ

化後の仔魚は 4mm台で卵黄を吸収し，発眼・関口して後期仔魚になる。その後，形質の大き

い変化は全長30-50mm位に認められ，色素パターンが変化し，組織器官が発達して形態が完

成する。この変態が完成する時期は全長55mm位であり，その後の O年魚の期間を稚魚、期とし

て区分した。

2.発育段階

マイワシの発育段階を初期発生の知見を入れて再整理し，卵・仔魚（前期と後期） ・稚魚・

未成魚・成魚の 5段階に分け，各発育段階毎に体長区分，名称，形態・生態的特徴を整理して

記述した。

3.成長

1985年と 1988年 4月に採集された全長11～ 29mmの仔魚の94標本について耳石の輪紋数

（×）と全長（TL）との関係を求め， TL=0.696×＋0.486, r =0.90の式が求められた。こ

の式から算出される日平均成長率は0.70mm/dayであり， Hayashiet al. (1989）が報告した

0.67 mm/dayと大差なかった。

m.生物特性

1.漁獲量変動

(1）ニホンマイワシ

ニホンマイワシの漁況の豊凶については， 11500年代以降の古文書を調べて整理されており，

50-100年（平均70年位）の周期で豊凶変動があることが知られている。日本の漁獲統計が

1905年（明治38年）に開始されて以来， 1930年代の豊漁期を経過し， 1980年代は 2度目の豊漁

期の最盛期にあたっている。マイワシの周期変動の実態は，この変動が漁獲圧力によるもので

なく，自然変動であることを示している。

(2) 世界のマイワシ属

1961-1986年におけるマイワシ属の漁獲量の経年変化を FA O統計によって整理すると，

オーストラリアマイワシを除く太平洋に生息する 3種は同様な増加傾向を示し，川崎（1982)

や Kawasakiand Omori (1986）が太平洋に分布する 3種の資源が暖候期に増加すると報告し

たことと一致した。ヨーロッパマイワシとミナミアフリカマイワシは太平洋の 3種とは異なる

変動傾向を示した。

2.分布

1930年代と現在の資源の高水準期およびfl960年代の資源の低水準期における分布情報を整理

した結果，資源の両水準期における分布範囲は著しく異なることが判明した。すなわち，資源

の高水準期には日本近海を中心に黄海ー東シナ海から日本海全域に，そして北西太平洋に広く

分布する。一方，低水準期には中部日本以南の近海域に分布圏は縮小する。

3.回遊

資源の高水準期に広く回遊する魚群は主に対馬暖流系と黒潮系に分かれ，ほぽ10-20℃の
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水帯を春一夏季に北上回遊して混合域一亜寒帯水域で索餌し，そして，秋一冬季に南下回遊し

ており，発育段階毎に異なる回遊群を形成すると考えられる。成魚は日本の太平洋岸域の産卵

場へ産卵回遊し，未成魚は鹿島灘（沖）～太平洋岸域へ越冬回遊する。回遊群の中では， 0年

魚（稚魚）は黒潮から黒潮続流域を長距離分散して北西太平洋沖合域を最も遠くまで漂流し分

布する傾向がある。これは， 1986年における仔魚の分布例でも実証された。

4.系群の混合

資源の高水準期には対馬暖流系と黒潮系の 2つの系群が存在すると推定され，この両系群は

次の 3海域で重複分布し，混合する可能性が高い。第一は，三陸北部沿岸一噴火湾ー北海道襟

裳岬西の津軽暖流域（ 6～11月）。第二は，千島列島南部域～オホーツク海中央域（ 6 -9月）。

第三は，薩南海域一天草灘・五島灘（12～3月）。この中で，第三番目の薩南海域を中心とす

る混合は産卵群の交配の可能性を有するために特に重要である。

5.産卵特性

( 1) マイワシの産卵場の変遷を整理した結果，中井（1981）によって1937-1940年に薩南海

域に大産卵場が発見されたこと，資源の低水準期には薩南海域の産卵場は形成されず，伊豆近海

～房総沖，土佐湾，九州北岸一山陰沿岸，能登近海の4海域にまとめられること（伊東， 1961)'

日本近海の産卵場は成魚の移動と関連して主産卵場が右回りに移行していき，その周期が資源

変動の70年周期であること（Nakai,1962a；坪井， 1988）などが主要な知見として是認された。

(2) 太平洋岸域における主産卵場は 3-5年位で移行しているようであり，具体的には1963

年の異常冷水を契機に，主産卵場の位置は紀伊水道（1965-1967），土佐湾（1968～1971），紀

伊水道一土佐湾一日向灘（1972-1975），熊野灘ー伊豆近海一房総沖（1976-1980），薩南海域

(1981～1984），四国沖～紀伊半島沖の黒潮主流域（1985～1989）と変遷してきた。この中で，

最も特徴的なことは，戦前の豊漁期後半にあたる1937-1944年の産卵調査においても記述のな

い黒潮域における産卵現象である。また，産卵場の移行の前には成魚産卵群の移動する事例が

報告されており，両者には密接な関係がある。黒潮域における産卵は産卵成魚、の魚群密度の増

加によって，沿岸域から黒潮域への産卵群の移動によって生ずる現象と考えられる。

(3) 産卵場の形成の必要条件を検討した結果，経年的に産卵場の形成が持続されるための生

物要因として回帰性，環境要因として環境の安定性を指摘した。逆に，産卵場を移動する場合

には，生物要因として種内・種聞の魚群密度および生活周期の遅速，環境要因として環境の悪

化と不安定，すなわち，黒潮流路の変動と産卵場の水温の平年偏差の動向を指摘できる。

産卵場の形成と移行を黒潮流型（A ・N・C型）に対比して整理すると，産卵場はA型流路

期に拡大・持続， C型流路期に縮小・南偏， N型流路期に拡大・持続・南偏の傾向がある。

(4）資源の高水準期における産卵期は10-8月にあり，産卵期内における月の進行につれて

産卵域は移動していく。最初の産卵は11月頃紀伊水道一土佐湾に始まり， 12月には土佐湾を中

心に日向灘～豊後水道に拡大する。 1月には，薩南海域の沿岸から黒潮域で産卵が始まり， 2 

月には日向灘～紀伊半島沖の黒潮流域で、産卵がみられ，薩南～房総沖の太平洋岸域に広く産卵

場が形成される。 3月になると，遠州灘沖の黒潮域と鹿島灘も産卵域となる。 4月には黒潮域

の産卵が消失し，産卵の重心域は沿岸・内海（豊後水道・紀伊水道） ・内湾域に移行し，伊豆

近海～鹿島灘では産卵盛期となる。最も遅し、 7・8月まで残る産卵場は犬吠埼近海域と東京湾

口域である。
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(5）潮岬以東海域における産卵量は1950年から算出されており，その経年変化によると

1960-1962年に犬吠埼近海域における産卵強度が高く，その後1965～1971年に最低水準となっ

たが， 1972年以降急増して1978年にピークを形成した。その後減少して1982年には極小となり，

再び増加している。 1982年以降の増加の主因は黒潮主流域における産卵によっている。

薩南一鹿島灘の太平洋岸域における産卵量は1986年から算出され， 1980～1983年には高水準

で横ばい傾向を示したが，その後増加して1986年には薩南海域と黒潮域の産卵強度が大きく

なって極大を示し，その後1988年まで高水準を持続している。

(6）太平洋岸域の産卵期は，薩南海域では 1～5月（ 2 - 3月盛期），日向灘一紀伊水道で

は10-7月（ 2月盛期），熊野灘ー鹿島灘では10-8月（ 3 -4月盛期）である。太平洋岸域

を通してみると，主産卵期は 2～3月であり，日向灘一紀伊水道では11-12月の産卵が目立つ

特徴がある。以上の産卵期は資源の極大期における状況であり，伊東（1960）の整理した日本

近海における資源の低水準期の産卵期に比べると，両水準期の産卵期間と主産卵期間はほぼ類

似しているが，産卵時期は総じて黒潮あるいは対馬暖流の上流域で早く，下流域で遅い傾向が

あり，上下流域における産卵期のずれは黒潮域で約 2ヵ月，対馬暖流域で、約 3ヵ月である。日

本海の主産卵期は太平洋岸域のそれよりも約 1ヵ月遅い傾向があり，これは主に水温の差によ

ると考えられる

熊野灘一鹿島灘の産卵期の長期変動によると，資源の低水準期の産卵期は 4月中心であるの

に対して，高水準期のそれは 3月中心であり，約 1ヵ月の差がある。

(7） 資源の増加～高水準期における産卵水温は太平洋岸域では11-21°C（主： 15～19℃），

薩南海域では16～21°C （主： 17～21℃），日向灘一紀伊水道では14-20℃（主： 15～19°C），熊

野灘ー鹿島灘では11-19°C（主： 13-lTC）であった。すなわち，黒潮の上流域で高〈，下流

域で低いという傾向がある。

日向灘一紀伊水道の産卵水温は太平洋岸域の中では中間的で，好適な産卵環境にあると考え

られる。資源の高水準期（1980年代）と低水準期（1950年代）における日向灘～鹿島灘の産卵

水温はほぼ同じであるが，高水準期には薩南海域や黒潮主流域に主産卵場が形成される結果潮

岬以東海域ではl8°C台，以西海域では19・20°C台の水温が出現する特徴がある。一方，産卵

塩分に関する資料は十分ではないけれども，太平洋岸域の産卵塩分は34.1-34.9%。の範囲に

あり， 34.7と34.8%。台で産卵強度が大きかった。

(8）太平洋岸域の産卵環境は水温13～21°C，塩分33.4-34.9%。，現場密度24.2～26.4の広

い範囲にあるが，産卵時期と産卵海域を限定すれば，より狭い範囲に収束することが示唆され

る。塩分の影響は水温よりも小さいが，無視できない寄与があると推定され，今後検討すべき

課題である。

6.資源量水準による生物特性の変化

資源、の高水準期と低水準期における生物特性の変化を検討した結果， 2つの型の生活様式

（生活型）の存在が認められる。高水準期には大回遊型の生活型になり分布域は拡大する。成

長は遅れる傾向が認められ，成熟年齢はH年から皿年になる。産卵量は増加し，産卵場は南偏

して拡大する傾向があり，低水準期には存在しない薩南海域や黒潮主流域に主産卵場が形成さ

れる。産卵期は早まる傾向があり，産卵水温も高くなる。

一方，低水準期には，資源の減少によって小回遊型の生活型となり，分布域は縮小する。成
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長は早まり，成熟年齢はH年から I年になる。産卵量は減少し，産卵場は北偏・縮小する。産

卵期は遅れ，産卵水温は低くなる傾向がある。

N.再生産過程における生残と加入の実態と評価

1.初期生残過程

(1）卵・仔魚の分布量の経年変化

初期減耗過程の実態を知るために， 1970-1980年と1978-1988年の 2種類の資料に基づき，

薩南～紀伊水道と熊野灘ー鹿島灘にわけで，卵と仔魚（前・後期）の分布量を調べた。

薩南一紀伊水道における卵の分布量は1970年代には1976年にやや多く， 1972・77年に少な

かったが，総じて横ばい傾向であった。 1978年以降は概して増加傾向を示す中で， 1979・83・

87年の減少と1986年の増加が目立った。 1970年代における前・後期仔魚の分布量は，概して，

i斬増傾向を示し， 1971・73・75・77・79年に多く， 1972・74・77年に少なかった。 1978年以降，

前期仔魚は1979・84・85・87年の減少と 1981-1983・86年の増加，後期仔魚は1978・1983-

1985・1987・88年の減少と1980-1982・86年の増加が目立った。当海域では， 1983年以降 3-

4月に漁獲されるマシラスと夏秋季に漁獲される 0年魚に生じた減少現象は当海域における後

期仔魚量の減少と一致する。

熊野灘ー鹿島灘における卵の分布量は1970年代の1973・74年に急増して， 1977年をピークに

1978年以降減少して1982年に最低となった。その後増加して， 1986年に再びピークになり，以

後高水準を維持している。前・後期仔魚は1975年まで増加する同様な傾向を示したが， 1976年

以降前期仔魚は横ばいあるいは漸減したのに対して，後期仔魚は漸増傾向を示した。 1978年以

降，前期仔魚は卵と同様な変動傾向を示したが，後期仔魚は1978-1982年には逆に増加傾向を

示した。

(2）仔魚の体長組成の経年変化

1971-1984年の主産卵期の太平洋岸域における仔魚の体長組成によると，口径60cmの丸中

ネットで採集された仔魚は全長20mm位までであり，有効採集体長は15mm位であると判断さ

れる。本報では，有効採集体長を全長IOmmとして定量解析に使用した。出現体長のモードは年

によって変化し，産卵期の遅速と関連している年が見出された。

(3) 1970年代の卵・仔魚、期における生残曲線の経年変化

1970～1978年の卵・仔魚、期の生残曲線の経年変化によると，太平洋岸域の全長10mmの後期

仔魚までの初期生残は， 1978>1977> 1975> 1973> 1974>1976> 1971>1972年の順によかった。

薩南一紀伊水道と熊野灘ー鹿島灘の 2海域における初期生残の良否は明らかに逆になる場合が

多い。

(4）卵・仔魚期の生残指数の経年変化と海域特性

1978-1988年における初期減耗過程の生残指数の経年変化によると，太平洋岸域の産卵量

(D）と全長IOmmまでの後期仔魚、量（ PL）との関係は次式で表わされる。

PL =0.01230 ( r ＝十0.97) 

すなわち，生残指数は0.0181 (1987）ー0.0027(1978）の範囲にあり，平均では0.0123であっ

た。産卵量と全長lOmmまでの後期仔魚量の問には高い正の相聞があり，生残率は年によって

6 -7倍の差がある。平均生残率は 1987>1980>1982>1979>1986>1983>1988>1981 > 



マイワシの再生産過程 253 

1985>1984>1978年の）｜｜貢によかった。

ふ化時と卵黄吸収時の生残指数は1982年以前と1983年以後で明白な差があり，前の期間には

1980-1982年を中心に卵黄吸収時の生残指数が高いのに対して，後の期間では1983・84年を中

心にふ化時の生残指数が高い特徴がある。

太平洋岸域を 3海域にわけると，初期生残指数は熊野灘ー鹿島灘で最も高く，紀伊水道一日

向灘で最も低く，薩南海域ではその中間であった。

(5）卵期の生残率

1978-1988年太平洋岸域の産卵期における卵期の平均生残率を渡部（19833）の方法に基づ

いて算出すると，年平均生残率は0.406-0. 831の範囲にあり，現在水産研究所の産卵量計算で

使用している平均生残率と近似した数値が得られた。経年変化によると， 1982年以前の生残率

は低いが， 1983年以降のそれはより高い傾向があり， 1984年以降の水温の上昇との関係がある

ことが示唆された。

(6) 1産卵期内における生残指数の月別変化

太平洋岸域の10-7・8月の産卵期内における月別の初期生残指数は 2～ 4月に良好で， 3

月に最もよく，次いで産卵前期である12月，産卵後期の 5-6月の順となる。すなわち，産卵

盛期である 2～3月は初期生残の最も良い時期とみなすことができる。

(7）前期仔魚と 8mmまでの後期仔魚の分布特性

初期減耗期（全長8mmまでの仔魚、期）における仔魚の分布特性を1971-1984年の主産卵期の

調査結果から黒潮流路と関連づけて検討した。黒潮による仔魚の分散は産卵量の増加に伴い，

より顕在化する傾向がみられ，仔魚量の少ない年にもその傾向が認められることから，黒潮に

よる仔魚の輸送分散は生活史に組込まれている現象と解釈された。

(8) 後期仔魚の分布量の沿岸・黒潮域における存在比と有効分布量指数

1978～ 1988年の太平洋岸域における前期・後期仔魚量の経年変化によると，両者ともに漸増

しつつ1986年にピークを示し， 1987・88年に減少したが， 1987・88年の水準は高い。 1986～

1988年の3年間には，仔魚、は沿岸一黒潮域に広く分布しており，沿岸域と黒潮域にわけで分布

量を計算すると， 1986年の前期仔魚を除いて黒潮域に分布する仔魚量は沿岸域のそれを上回っ

ている。黒潮域に分布する仔魚が被捕食のために無効分布になり，沿岸域に分布する仔魚が生

き残ると仮定すれば， 1987・88年の仔魚量水準（有効分布量指数）は前期仔魚では1984年以降

の高い水準以下，後期仔魚では1980年以降の高い水準以下である。産卵量および初期生残の高

い割りには，黒潮によって輸送分散される海域によって，仔魚の有効分布量は少なくなること

を示唆している。

2.加入過程の実態

(1) マシラス漁の海域特性

太平洋岸域の日向灘，紀伊水道，遠州灘の 3つのシラス漁場における近年のマシラス漁況に

ついて整理した結果，マシラスは11～ 6月に出現し， 1 -5月に多く， 4月が盛漁期となるこ

と，マシラスの漁場への来遊は産卵量の大小，産卵場の移動，黒潮流路の変化によって支配さ

れており，漁獲量の変動は大きく，海域特性が明白に現われる傾向があることがわかった。

(2) 0年魚（稚・幼魚期）の経年変化

太平洋岸域における O年魚は黒潮に輸送分散されて，その大部分は黒潮続流域に回遊し，一
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部が太平洋岸の大阪湾・伊勢湾・相模湾などに春一秋季（ 4-12月）に来遊する。その盛期は

7-9月（大阪湾）， 7 -8月（伊勢湾）， 6-9月（相模湾）の夏季中心である。道東海域に

おける出現は 8～ 10月で，その盛期は10月にあり，上記海域とは異なる出現傾向を持っている。

経年的な出現のピークは1980年（伊勢湾）， 1982年（大阪湾・相模湾）' 1985年（道東海域）で

あり，いずれの海域でも1980年における 0年魚の急増現象が生じた。

(3) I年魚の出現

三陸沖（宮城県），鹿島灘（千葉県），道東海域でまき網によって漁獲される I年魚の漁獲量

の経年変化から出現状況を評価すると， I年魚としての加入資源の水準は1980年代では1980>

1986> 1985> 1983> 1981>1987> 1982> 1984> 1988年級の順に高い。

(4）道東海域への来遊魚群の評価による卓越年級群

道東海域は日本のマイワシの漁獲量の約1/4を占める規模の大きい漁場であり，来遊する魚

群は太平洋のマイワシ資源の状況をほぼ反映してると考えられる。この海域における各年級の

皿年魚までの累積漁獲尾数を指標として， 1970年代と1980年代の資源量水準を評価すると，

1970年代の年級豊度は1977>1976> 1975>1978> 1979年級の順に大きい。そして， 1980年代の

それは1980>1981王子1985> 1983 > 1984 > 1982年級の順に大きく， 1986年級の豊度は1983年級と

1982年級の中間と推定される。これらの年級豊度から，太平洋岸域における1970・80年代の卓

越年級群は1972・1975・1980・198卜 1985年級であると評価され，なかでも， 1980年級は特に

大きい超卓越年級群であった。

(5）資源の構成

資源の年齢組成は1976年には I・ II年魚が中心であったが， 1979-1980年にはo-v十年魚

の多年齢組成となり， 1980・81年には連続して卓越年級群が形成されたために両年級が1984年

では主体となり，1985年以降には町年魚を中心に1985年卓越年級群が主体を占めていた。 1979年

級群は極端に不良な年級であった。

(6) 1988年級群の減少

1988年級の産卵量と仔魚量水準は高く 遠州灘のマシラス漁も好漁であったために，高い加

入量が期待されていたが， I年魚としての加入動向は極めて不良であった。ソ連のチンロによる

亜寒帯域における調査でも 0年魚は前年よりも激減したため，仔稚魚、期に著しい減耗があった

と推定される。

v.再生産過程における生残要因

1.物理環境要因

(1) 海域特性

太平洋岸域は黒潮が近接して流れる海域であること，四国沖に暖水塊，遠州灘に冷水塊のあ

る水塊配置をとり暖水塊の影響の強いこと，時に遠州灘沖に大冷水塊が発生するため，黒潮は

大別して大蛇行型と非大蛇行型の流路にわかれ，海洋生物に大きな影響を与えることなどの特

徴がある。

(2）冬季の海況特性

冬季の海況特性は，夏季のそれと対照することによって抽出することができる。

① 表面塩分は年間で最も高く，その変動は極めて小さい。
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② 水温は年間で最も低いが，気温よりも高く，気温と水温の差は年間で最も大きい。表面水

温の変動が現場密度を規定しており，水温が環境要因としてより重要である。マイワシ主産

卵期である 2-3月は年間の最低水温期に相当する。

③ 水温の水平勾配は黒潮前線付近で最も顕著であり，ここは黒潮の強流帯とも一致している。

したがって，黒潮前線付近は環境変動の大きい水帯として，かつ生物群集の集合する輸送場

として重要である。

④黒潮前線付近は収束場となっており（友定ほか， 1986），プランクトンや魚類プランクト

ンおよびその他の沿岸生物や物質を集積する収束作用があり（Uda,1987），潮境（i.朝日）

として重要である。

⑤ 黒潮前線域には前線渦が形成され，沿岸水の引き込み作用と栄養物質を下層から供給する

作用として重要でドある（川合， 1955；山本， 1984；佐々木ほか； 1985）。

⑥ 海水の対流作用によって鉛直混合が発達し，表層混合層が年間で最も深くなる季節である。

しかし，黒潮主流域（黒潮前線域を含む）の高温帯では表層に成層が形成される特徴があり，

冬季でも植物プランクトンの増殖が活発な水帯として存在する（黒田ほか， 1985）。

(3）太平洋岸域の産卵場における水温の経年変化の特徴

① この海域における水温の経年変化の中では，

負偏差卓越 1970, 1980-1986年（特に1970・84年）

正偏差卓越 1976-1979, 1987-1989年（特に1979・88年）

② 潮岬以西海域の水温の偏差値は以東海域よりも正偏差では大きく，負偏差では小さい。

③ 北方海域ほど水温の負偏差になる年が多く，逆に南方海域ほど正偏差になる年が多い。

④ 土佐湾・紀伊水道・熊野灘は南方海域と北方海域の中間的な特徴を示す海域であり，偏差

値は小さいが水温の負偏差になる年が多い。

⑤ 1970年代の薩南海域における水温の正偏差傾向と1976-1979年の遠州灘ー伊豆近海におけ

る水温の正偏差は太平洋岸域における主産卵場の形成と関係すると考えられる。

⑥ 卓越年級群の形成年は水温の正偏差の卓越年でなく，どちらかというと負偏差の卓越年で

ある。

(4）水温の長期変動傾向と産卵量

薩南海域と伊豆近海における水温の長期変動と産卵強度の問には，水温の高温期に産卵量が

増加する傾向が認められた。チリーマイワシでも同様の結果が得られており，気候の温暖期に

マイワシ資源が増加することを支持する事実である。

(5）表層流動系と輸送分散

表層の流動は初期減耗の異なる沿岸域，黒潮主流域，黒潮外側域への卵・仔魚の輸送分散を

支配している。 3型の黒潮流路別に流動特性を整理し，平均流動モデル（小林， 1986）によっ

て主産卵期における産卵場からの卵仔魚の輸送分散の状況を1971-1984年について試算した。

産卵場から 5日後に仔魚が分散している海域を，沿岸域，遠州灘沖渦流域，黒潮主流域，黒潮

外側域の4海域に分けると，沿岸域の滞留率は年々減少が著しい。一方，黒潮主流域における

滞留率は年々増加する傾向にあり，特に1978・80・84年に顕著であった。次に，黒潮外側域に

滞留する割合は上記2海域に比べて小さいが， 1977年頃からそれまでの約 3倍以上に増加し，

特に1984年には薩南海域や四国沖黒潮主流域における卵仔魚が黒潮外側域へ分散したため急増
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した。それらの事実は，産卵場が経年的に移行していたことに関係があり，黒潮主流域におけ

る産卵強度は1985年以降顕著になっているので，黒潮外側域に卵仔魚が滞留する傾向はさらに

増加していると考えられる。

(6）初期生残の時空間と冬季に主産卵期をもっ意味

マイワシの初期生残について検討するためには，その時空間を鮮明にして絞り込むことに

よって，要因との関係をより明瞭化できるだろ手。すなわち，その時空間は時間的には 2-5

月頃であり，空間的には薩南一鹿島灘沖（145°E付近まで）の沿岸域一黒潮域である。主産卵

期が最低水温期であることは，年間のうちで最も捕食者の出現の少ない時期にあたり，同時に

亜熱帯水塊における植物プランクトンの増殖期にあたることから，マイワシの産卵は適応的意

義をもっていると指摘できる。

2.生物環境要因

(1) マクロプランクトン

1971～ 1985年 2-3月の太平洋岸域の調査結果による沿岸域におけるマクロプランクトンの

湿重量は，総じて， 1971～ 1978年には横ばい傾向で高水準であったが， 1979-1985年には低水

準となり横ばい傾向にある。一方，黒潮域のそれは1970年代には概して減少傾向を示し， 1980

年代に入ってほほ横ばい傾向を示して低い水準にある。沿岸域の平均湿重量は，ほほ黒潮域の

それと同様な変動を示している。この期間で マクロプランクトン現存量の高い年は1971・

73・72・80・76・75年の順であり，逆に低い年は1981・84・79・85・74・77・78・82・83年の

順に低かった。

水平分布の特徴を経年変化傾向からまとめた。

① マクロプランクトンの現存量は，潮岬以東海域で多く以西海域で少ない傾向がある。この

ような両海域に差のある出現年は潮岬の東西両海域における現存量の差が少ない出現年の約

2倍の頻度であった。

② 潮岬の東西両海域における現存量の水準のほぼ同程度の年には，全域の現存量が平年値よ

りも低い水準であった。

③潮岬以東海域で現存量の多い年（1971・75・80・82年など）は，黒潮流路がA型でなく，

C型かN型であり，鹿島灘における現存量も高かった。

④現存量水準が東高西低の場合，鹿島灘で現存量が多い年（1971・75・80・82・84・85年）

と遠州灘で多い年（1971・74・77・80・83・85年）があった。

(2）後期仔魚と餌条件

Copepoda naupliusの分布特性と経年変動に関する資料は極めて少なく，それらについて明

らかにすることができなかった。しかし，黒潮前線域には copepodaeggsとnaupliusの分布密

度の極めて高い狭い水帯の存在が観測された。

マイワシ仔魚の初期餌料として， copepodanaupliusとeggsが最も重要な餌であることを改

めて指摘できるが，これらが十分に分布する海域は黒潮前線帯付近と接岸域（200m以浅の大

陸棚域）だけと推定される。したがって，仔魚の餌条件としては補助餌料を含めて考慮すべき

であり，補助餌料を含めると決定的な餌不足にならないと考えられる。

(3) マイワシ卵・仔魚の捕食者の抽出

卵の捕食者についてはほとんど知見が得られず，オキアミ，ヤムシ類の動物プランクトンと
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サンマとハダカイワシ科魚類および卵仔魚に対するマイワシ成魚の共喰いの可能性だけを示し

た。

仔魚、については，表層曳の稚魚網に多く採集されることおよび野外における捕食事例の観察

結果から，カツオノエボシ，メガロパ幼生，ハダカイワシ科魚類を指摘した。さらに，掠食事

例の認められるカツオを代表とする暖海性魚類であるシイラ，メジ，ビンナガ，キハダなどを

指摘した。また，捕食者として，暖水年代にはカツオ・まぐろ類，あじ類，さば類，ハダカイ

ワシ科魚類が主に関与し，冷水年代にはカタクチイワシ，スルメイカ，プリなどの魚類が主に

関与すると想定される。

重要な捕食者が異常発生した時や傾向変動の盛期においてマイワシ卵仔魚に対する捕食圧が

高まった場合に，初期減耗を含む加入までの減耗の割合がより大きくなり，そのため，加入量

が小さくなって資源の減少に結びっくことが想定される。これらの関係はマイワシに特有なこ

とでなく，同様な生態的地位にあるプランクトン食性浮魚類に共通することで，それがいわゆ

る浮魚類の魚種交代現象を誘因するかもしれない。

3. 黒潮流路別の海況とプランクトンの特性

代表的な黒潮流路の 3型（A・C・N型）における本州南方の黒潮内側域における海況とプ

ランクトンの特性についてまとめた。

4.発育段階別および海域別の三大減耗要因の評価

マイワシの発育段階別および、海域別（沿岸海域，黒潮主流域，黒潮外側域）における，①不

適環境，②飢餓，也被捕食の三大減耗要因について検討評価した。

マイワシの生活史の中では生態系における種間関係が基盤的に存在し，被捕食が主要な減耗

要因となる。漂流を生態特性とする発育段階の初期には環境との関係がより重要で、あり，卵と

前期仔魚、期には水温，そして初期減耗期を含む後期仔魚期には飢餓がより重要な減耗要因とな

る。さらに，未成魚、と成魚の段階では社会的要因である漁獲という人間活動が付加する。

卵から仔稚魚期におけるこれらの現象が生ずる海域は，主に 3-5月における本邦太平洋岸

の黒潮主流域から外側域と黒潮続流域である。

5.太平洋岸域における三大主要産卵場の評価

太平洋岸域における代表的な産卵場（土佐湾・薩南海域，伊豆近海）から卵仔魚が5日後に

存在する海域（沿岸域，黒潮主流域，黒潮外側域）の割合について輸送分散モデル（小林，

1986）を用いて検討すると，土佐湾の産卵場からは沿岸域に，次いで黒潮主流域に，薩南の産

卵場からは黒潮主流域，次いで黒潮外側域に，伊豆近海の産卵場からは黒潮外側域，次いで黒

潮主流域に分散される傾向がある。

上記の沿岸域，黒潮主流域，黒潮外側域の 3海域における仔魚の生残率を各々80%,50%, 

0%と仮定すると，各産卵場から輸送分散され3海域に生残し滞留する卵仔魚は土佐湾で最も

高く（65%），薩南海域と伊豆近海におけるそれらは共に30%で大差なかった。黒潮の大蛇行

型と非大蛇行型流路の聞には前者の方がやや大きい滞留率を示す程度で，ほとんど差は認めら

れなかった。

6.卓越年級群の形成年における物理環境・生物環境要因の特徴

主産卵期の黒潮流路はN, N→C, B→C, A→B型を示し，大蛇行型であることは極めて

少なかった。水温は平年並みか負偏差を示した。動物プランクトンは多い年と少ない年があり，
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概して多い年には初期生残が良好で，少ない年には初期生残が不良の傾向が認められた。ハダ

カイワシ科魚類の出現は1985年以降マイワシ仔魚の出現の増加につれて増えており，両者の遭

遇率も増加している。

7.不良年級群の形成年における物理環境・生物環境要因の特徴

主産卵期の黒潮流路はA・C・B→ C型であり， N型の場合はなかった。水温は1984年の例

外を除き正偏差を示した。動物プランクトンは概して少なく，初期生残も概して不良に経過し

た。ハダカイワシ科魚類は平年並みの出現であったが， 3年間（1978, 1979, 1984）ともに大

型の捕食魚類であるカツオとメジの多獲年であった。

VI. 資源増加期における再生産過程の生態学的意義

マイワシ資源はその長期変動の中では暖候期に増加することが知られている。

マイワシの数量変動の主要因はその生活史における再生産過程の中に内包されていると考え

られる。産卵場水温の正偏差の経年的な持続は，再生産過程におけるマイワシの物理環境と生

物環境との相互作用の結果として，良好な生残を生起する。そのために，加入量が前年よりも

増える。良好な加入による産卵成魚群の増加は，産卵量の増加・産卵場の拡大・産卵盛期（ 2

-3月）を惹起することによって黒潮や黒潮続流による仔稚魚の長距離分散が発現するために，

大回遊型の生活型に移行する。すなわち，水温の経年的な上昇が引き金となって，マイワシ個

体群が増加し，小回遊生活型から大回遊生活型への生態的分岐が生ず、ると想定される。
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Appendix Table 1. Development of pigmentation in larvae and juveniles from 3 to 90mm in total length. 

3 mm （全長）：黒色素胞は頭頂から胸鰭原基上までの体背面に散在しており，尾端近くまで背

中線両側に点列として分布している。腹縁付近にも少数分布する。

4mm ：頭部先端に黒色素胞が出現し，体側面には移動中の黒色素胞が散在する。腹中

線付近にも点列として分布し，口が開き眼が黒色となった個体は尾部後端の腹

中線に連続した小点状の黒色素胞を，腸の中央より前方には 2列約13対，後方

には 1列14～ 15個の黒色素胞が出現する。

5mm ：黒色素胞は腹縁の腸管上に明白に分布し，腹中線上の虹門と尾鰭聞にも 2-3

個の小点状黒色素胞が出現し，尾鰭条内にも拡大する。

6mm ：黒色素胞は腹中線付近に明白に分布し， E門直上の大きい黒色素胞が目立つ。

このような黒色素胞の配列傾向は約10mm台まで持続し，次第により明瞭とな

る。

7mm ：胸鰭基底後側に 1対の星状黒色素胞が出現する。この黒色素胞は36～37mmま

で消失しない。

9mm ：尾鰭腹側の鰭条内の黒色素胞が発達して，樹枚状を呈する。

10 mm ：胸鰭下から腸管中央までの明白な黒色素胞は 2列で2+ ( 9 -11）個，腸管中

央から虹門までは 1列に11-13個である。

11 mm ：腸管中央から旺門までの黒色素胞は腹腔内に入り始める。

12 mm ：胸鰭下と旺門上の黒色素胞が目立つ。

13 mm ：胸鰭基底前側に黒色素胞 1個，また耳のう内に黒色素胞が発現しはじめ，共に

16 mmでは全ての個体に出現する。

14 mm ：背部尾鰭条部と尾柄部にも黒色素胞が発現しはじめ， 17mmでは全ての個体に

出現する。

15-17 mm ：頭部限球聞に 2個の黒色素胞が発現し，また胸鰭上と背鰭聞の背中線筋肉内に

1列の黒色素胞が出現する。

17-18 mm ：上屈した背索末端上に小点状黒色素胞が出現する。尾鰭下葉基半部の鰭条間膜

に黒色素胞が多数出現する。腸管中央付近の 3個の黒色素胞は腸管中央から旺

門間の黒色素胞列が次第に埋没して薄くなるために明白となる。

20mm ：背中線の黒色素胞は拡大して尾柄まで発現する。腹鰭後方の腸管付近の黒色素

胞は腹腔内に没入する。背鰭基底に黒色素胞が発現し， 25mmでは全ての個体

に出現する。

21 mm ：下顎先端に 2個，偲蓋骨下部に 3個の黒色素胞が出現する。

22 mm ：下顎後端に黒色素胞が出現したあと，下顎上にも発現し， 26mmでは 4対の黒

色素胞列が完成する。尾鰭前縁に小点状の黒色素胞が出現する。

23 mm ：胸鰭先端付近の腹腔内に 3～ 4個の黒色素胞が出現する。

24 mm ：頭部脳上に黒色素胞が発現し， 26mmでは増加して，円形状を呈する。尾鰭条

上にも黒色素胞群が拡大する（ー28mm）。腹鰭基底前に黒色素胞が2個発現

し， 27mmでは全ての個体に出現する。この黒色素胞は48・49mm頃に消失す

るまで，他の黒色素胞と比べて最も遅くまで残存する。

25 mm ：背鰭後方から尾柄問の背中線付近に小点状の黒色素胞が散在出現し， 30～ 31

mmでは背鰭基底両側に 2列の黒色素胞と背鰭ー尾鰭聞の背中線に数列の帯状

黒色素胞群が分布する。体側正中線付近にも小点状黒色素胞が発現し，次第に

発達して28mmでほぼ全ての個体に出現する。

27 mm ：上顎前端に黒色素胞が出現する。背鰭条に黒色素胞が出現しはじめる。
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28 mm ：鼻孔上付近に黒色素胞が出現する。尾鰭基底に黒色素胞が出現しはじめ， 30-

31 mmで5個並ぶ。

29-30 mm ：腹鰭と虹門間の黒色素胞列は腹腔内にほぼ埋没して，みえなくなる。

30-31 mm ：頭部の黒色素胞が発達し，吻端，鯉、蓋骨上に 1列，下顎骨上に 1列分布し，脳

上に円形状を呈する黒色素胞が目立つ。体側正中線付近の小点状の黒色素胞群

は帯状を呈する。腹中線付近では銀、蓋下部～腹鰭聞に小点状の黒色素胞群が発

現する。

32-33 mm ：頭部の黒色素胞はほぼ同様で，頭部から背鰭聞にも黒色素胞の数を増す。体側

正中線の背側の各筋節上に 1個の黒色素胞が出現する。

34-35 mm ：腹部体側に小点状の黒色素胞群が出現するが，腹鰭より後方には少ない。背・

尾・尻鰭条上の黒色素胞が拡大する。頭部脳上の黒色素胞群は円形状となり目

立つ。館、蓋部と眼球下部にグアニン胞が出現し，銀白色を呈する。

36～37 mm ：体側各筋節上の黒色素胞は数を増し，ほほ全面に発現する。偲蓋骨上の黒色素

胞が明白である。腹中線付近では胸鰭基底の黒色素胞が消失し，腹鰭基底の2

個の黒色素胞と尻鰭基底と旺門上の黒色素胞が残存するのみである。体側正中

線の帯状黒色素胞帯にグアニン胞が出現し，銀白色を呈する。

38-39 mm ：体側筋節上の黒色素胞は 2列をなし明瞭で， 40-41mmにも存在する。体側正

中線の帯状黒色素胞帯は明白な銀白色を呈し， 49mm位まで目立つ。

40-41 mm ：頭部脳上の黒色素胞は増加し，大形の黒色素胞が出現する。腹縁沿いの小点状

黒色素胞群は主に腹鰭前で増加する。

42・43mm－：腹部縁辺付近の黒色素胞群は消失傾向となり，小点状黒色素胞は消失する。残

48・49mm 存していた啓鰭基底の黒色素胞は46～50mmで腹腔内に入り，腹鰭基底の黒色

素胞は48～49mmで消失する。一方，頭部一背中線，体側の筋節上と体側中央

帯の黒色素胞は明瞭で， 46-47mmには体側上半部に小点状黒色素胞が数を増

す。そして，臨蓋部と体側中央部は銀白色を呈する。

50-55 mm ：体側上半部は茶褐色，下半部は白色となる。背中線両側付近には，頭端ー背鰭

後端まで2列の斑点が，背鰭ー尾部には 1列の斑点が発現する。腹部縁辺付近

の黒色素胞はすべて消失している。

55-60 mm ：体側の帯状黒色素胞帯はやや不明瞭になる。

60-65 mm ：体側の帯状黒色素胞帯は次第に退色して，背側上半部がより色漉くなる。胸鰭

と背鰭聞の背中線と体側上部に黒色の斑紋がうすく 1-2個出現する。

65-70 mm ：体側の背縁から2/5位に胸鰭から背鰭閉まで黒色の斑紋は 3-4個となる。

70-80 mm ：頭部後端から背鰭までの背鰭基底両側を含む背中線に 5-6対の黒色素胞の斑

紋が出現する。体側の黒色の斑紋は 5～6個となり，色が濃くなる。しかし，

それらの出現には，個体差が大きい。

80-90 mm ：背中線付近と体側上部の黒色の斑紋は種の標徴として次第に明瞭になる。
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API陀ndixTable 2-1. Sardine catches of each nation and area in the northwestern Pacific Ocean 

during 1905 to 1948. unit : x 1 o4tons. 

Year Year Total Japan Korea Coast Range Sakhalin 

1905 Meiji 38 12 12 

1906 39 12 12 

1907 40 13 13 

1908 41 11 11 

1909 42 12 12 

1910 43 13 13 

1911 44 13 13 

1912 Taisho 1 15 15 

1913 2 17 17 

1914 3 21 21 

1915 4 23 23 

1916 5 24 24 

1917 6 37 37 

1918 7 25 25 。十

1919 8 26 26 
。十

1920 9 35 35 。＋

1921 10 29 29 
。十

1922 11 31 31 。＋

1923 12 41 41 。＋

1924 13 42 42 
。十 。＋

1925 14 53 49 4 ワ 。＋

1926 Showa 1 52 43 9 ワ 。＋

1927 2 77 52 25 ？ 。＋

1928 3 82 57 25 ワ 。＋

1929 4 102 68 34 ワ 。＋

1930 5 108 69 30 8 1 

1931 6 142 95 38 9 。＋

1932 7 147 95 28 9 1 

1933 8 192 148 34 9 1 

1934 9 208 139 58 10 1 

1935 10 225 131 80 12 2 

1936 11 272 159 99 11 3 

1937 12 273 115 139 14 5 

1938 13 207 99 98 10 。＋

1939 14 232 100 121 11 
。十

1940 15 181 75 96 10 。＋

1941 16 152 87 63 2 。＋

1942 17 77 69 8 。＋ 。

1943 18 46 46 。 。 。

1944 19 25 25 。 。 。

1945 20 16 16 。 。

1946 21 24 24 。

1947 22 24 24 

1948 23 25 25 
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Appendix Table 2・2 Sardine catches of each nation in the northwestern Pacific Ocean during 1949 to 

1989. Unit : x 104 tons. The Korean catches were obtained from the Fisheries Statistics in Korea. 

。＋ shows the catch below 5000 tons. 

0 shows a few sardine catch before 1964 and the catch below 1000 tons before 1975. 

Soviet sardine catches were obtained from data during 1974 to 1982 by Dodayev and Kenya (1988) 

and after 1983 from the reports of scientific fisheries conference between Japan and USSR. 

Year Year Total Japan Korea USSR 

1949 Showa 24 26 26 

1950 25 28 28 

1951 26 43 43 

1952 27 30 30 

1953 28 34 34 

1954 29 25 25 

1955 30 21 21 

1956 31 21 21 

1957 32 21 21 。
1958 33 14 14 

1959 34 12 12 。
1960 35 8 8 。
1961 36 13 13 

1962 37 11 11 。
1963 38 6 6 。
1964 39 2 2 

1965 40 。
1966 41 2 2 

1967 42 2 2 。
1968 43 3 3 。
1969 44 2 2 

1970 45 2 2 。
1971 46 6 6 。
1972 47 6 6 。
1973 48 30 30 。＋
1974 49 35 35 。 。＋
1975 50 54 53 。 1 

1976 51 120 107 1 12 

1977 52 166 142 5 19 

1978 53 193 164 5 24 

1979 54 224 182 5 37 

1980 55 261 221 4 36 

1981 56 361 309 3 45 

1982 57 396 329 8 59 

1983 58 443 375 14 54 

1984 59 495 418 18 59 

1985 60 454 387 11 56 

1986 61 513 421 16 76 

1987 62 529 436 17 76 

1988 63 545 449 15 81 

1989 Heisei 519 415 18 86 
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Appendix Table 2-3. Sardine catches of each nation in the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk. 

Unit : xl03 tons. 

Japanese sardine catches during 1955 to 1980 were obtained by Takahashi (1984) and by the Japan 

Sea Regional Fisheries Research Laboratory during 1981 to 1989. 

The Korean sardine catches show the catch around Korea containing the Japan Sea, the Tushima Strait 

and the East China Sea. 

Year Year Japan Korea USSR Total Okhotsk Sea: USSR 

1951 Showa 26 96.6 96.6 

1952 27 78.4 78.4 

1953 28 89.4 89.4 

1954 29 119. 7 119. 7 

1955 30 117 .5 117 .5 

1956 31 132.5 132.5 

1957 32 129.l 。＋ 129 .1 + 

1958 33 88.8 88.8 

1959 34 80.4 。＋ 80.4十

1960 35 49.5 。＋ 49_5+ 

1961 36 25.8 0.2 26.0 

1962 37 10.5 。十 10.5十

1963 38 9.9 9.9 

1964 39 9.9 。＋ 9.9+ 

1965 40 3.3 。十 3.3+ 

1966 41 6.7 6.7 

1967 42 7.6 。＋ 7 .6+ 

1968 43 8.7 。＋ 8. 7+ 

1969 44 3.5 3.5 

1970 45 3.0 0.1 3.1 

1971 46 5.3 0.1 5.4 

1972 47 12.1 0.3 12.4 

1973 48 38.2 3.7 41.9 

1974 49 62.0 0.2 62.2 

1975 50 65.l 3.6 68.7 

1976 I 51 150.3 11.2 0.1 161.6 

1977 52 161.3 50.3 0.7 212.3 

1978 53 197.7 53.8 6.1 257.6 

1979 54 303.0 47.2 19.5 369.7 

1980 55 320.1 38.3 152.1 510.5 

1981 56 280.6 63.1 315.4 659.1 

1982 57 248.3 82.0 345.1 675.4 。＋

1983 58 375.1 139.8 265.4 780.3 

1984 59 532.2 177.9 118.2 828.3 13.9 

1985 60 452.4 107 .8 128.6 688.8 66.4 

1986 61 596.3 160.7 168.9 925.9 58.4 

1987 62 620.0 167.7 221.6 1009.3 111.3 

1988 63 700.0 145.9 235.4 1081. 3 97.0 

1989 Heisei 790.0 182.5 263.0 1235.5 247.7 



Appendix Table 3. Yearly changes of sardine egg abundance in the sea along the Pacific coast from Kumanonada to Kashimanada. 

Obtained from the Marine Resources Division of the Tokai Regional Fisheries Research Laboratory. 
12 

Unit : xlO eggs. 

Year Oct Nov Dec Jan Feb 恥1ar Apr May Jun Jul Aug Sep TOTAL 

1949 50 。 。 。 。 。 0.41 8.73 0.32 。 。 。 。 9.46 

1950-51 。 。 。 。 。 7.06 5.79 8.62 0.20 。 。 。 21.67 

1951 52 。 。 。 。 1 12 1.27 0.86 4.87 2.63 0 。 。 10. 75 

1952 53 。 。 。 0.12 。 0.42 3.45 1. 73 0.10 。 。 。 5.82 

1953-54 。 。 。 。 0.14 7 .13 10.88 2.14 。 。 。 。 20.29 

1954 55 。 。 。 。 0.08 。 6.06 5.89 0.25 。 。 。 12.28 

1955 56 。 。 0.02 。 1.32 0.61 7.83 8.34 2.40 。 。 。 20.52 

1956 57 。 。 。 。 。 1.05 8.24 1.02 。 。 。 。 10.31 

1957 58 。 。 。 。 。 0.75 0.60 7.35 0.11 。 。 。 8.81 

1958 59 0.40 0.42 。 。 。 0.29 。.36 2.49 0.16 。 。 。 4.12 

1959 60 0.37 0.15 。 0.11 0.04 7.33 28.47 0.35 。 。 。 。 36.82 

1960 61 。 。 。 。 0.26 161. 89 24.67 10.92 0.41 。 。 。 198.15 

1961 62 。 。 。 。 3.78 20.55 32.45 10.42 。 。 。 。 67.20 

1962 63 。 。 。 。 0.19 。 8.70 3.86 0.29 。 。 。 13.04 

1963-64 。 。 。 。 0.67 1.47 2.68 6.52 。.57 。 。 。 11. 91 

1964 65 。 。 。 。 。 0.23 1.39 2.01 。 13.70 。 。 17.33 

1965-66 。 。 。 。 。 0.82 1.31 0.52 1.00 0.51 。 。 4.16 

1966-67 。 。 。 。 。 4.22 0.27 0.12 。 。 。 。 4.61 

1967-68 。 。 。 。 。.12 0.07 。 1.25 。 。 。 。 1.44 

1968 69 。 0.18 。 。 。 1.91 。 0.53 1.02 0.28 。 。 3.92 

1969 70 。 0.18 。 。 0.41 0.23 。 0.20 。 。 。 。 1.02 

1970-71 。 。 。 。 。 0.58 0.40 0.47 0.23 。 。 。 1.68 

1971-72 。 。 1.38 。 0.09 0.32 11.17 0.39 4.20 。 。 。 17.55 

1972 73 。 。 。 0.12 0.05 6.52 6.54 5.82 0.47 。 。 。 19.52 

1973 74 0.43 0.42 。 0.53 2.48 36.43 66.94 16.00 16.51 。 。 。 139.74 

1974-75 。 0.08 。 。 0.81 121.96 56.06 11.85 3.75 。 。 。 194.51 

1975 76 。 。 。 2.60 31.30 161.44 62.00 8.03 0.57 。 。 。 265.94 

1976 77 。 。 。 0.47 37.58 221.88 36.70 10.07 1.39 。 。 。 308.09 

1977-78 。 。 。 4.71 24.96 246.24 76.36 24.30 。 。 。 。 376.57 

1978-79 。 。 。 0.38 84.73 95.87 36.92 18.07 1.18 。 。 。 237.15 

1979 80 。 。 。 0.16 19.37 44.27 54.24 16 .12 2.40 。 1.14 。 137.70 

1980 81 。 。 。 。 2.02 60.97 74.06 6.61 1.34 0.13 。 。 145.13 

1981 82 。 0.06 。 。 2.52 27.01 18.84 5.25 0.60 1.80 。 。 56.08 

1982-83 。 3.88 4.86 。 36.24 23.10 43.45 15.20 0.62 。 。 。 127.35 

1983-84 。 6.22 0.22 0.37 4.22 162.58 24.94 1.95 1.61 8.64 。 。 210. 75 
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Appendix Table 4. Yearly changes of the abundance of eggs (E) . prelarvae (LA) and postlarvae (PL. 

PLlO) by area along the Pacific coast of southern Japan during September to August. 

Unit : eggs (N xl012), larvae (N xl08) 

PL 10 shows the postlarv ae to 10 mm in total length and PL shows the all postlarvae collected by 

plankton net. 

Satsunan Hyuganada- Total : Kumanonada- Pacific coast 
Area Kii Channel Kashimanada 

(A) (B) (A+B) (C) (A+B+C) 

1978 E 630.22 103.04 733.26 688.07 1 421. 32 

LA 3,246 4,783 8司029 18,408 26,437 

PL 18' 180 10' 227 28,401 33,810 62,217 

PLlO 17,502 7,004 24,506 13,337 37,843 

1979 E 68.27 148.40 216.67 277.78 444.46 

LA 2,532 3,317 5,849 13 ,736 19,585 

PL 31,512 45,044 76唱556 30,913 107,469 

PLlO 30,583 22,049 52,632 12,240 64,872 

1980 E 245.04 509.77 754.81 182.29 937.10 

LA 1,452 10, 972 12,424 11,395 23,819 

PL 52,041 81,918 133,959 68,798 202,757 

PLlO 49,335 63,431 113. 766 49,350 162,111 

1981 E 1,003. 97 204.79 129.07 1,337.83 

LA 6,268 26,812 33,080 7,787 40,867 

PL 78,878 58,622 137,500 26,433 163,933 

PLlO 67,523 53,907 121,430 17,213 138,643 

1982 E 862.78 378.44 I司241.22 53.09 1,294.31 

LA 11,607 36,317 47,924 3, 180 51,104 

PL 59,098 111,557 170,658 62,336 232,994 

PLlO 48,790 102,836 151‘626 47,908 199,534 

1983 E 385.76 346.87 732.63 117. 99 850.62 

LA 9,753 56,763 66.516 29 ,440 95,956 

PL 44,715 64,292 109 .007 57,334 166,341 

PLlO 31,625 25,867 57‘492 36,041 93,533 

1984 E 1,297.43 382.88 1. 680.31 160.19 1,840.50 

LA 25,851 10,884 36,735 106,373 143,108 

PL 94 118 9,709 103' 827 70,015 173,843 

PLlO 76,636 7 ,430 84.066 52 179 127,145 

1985 E 481.08 1,413.35 1司894.43 187 .19 2 ,081. 62 

LA 6,478 45 132 51. 610 83,611 135,221 

PL 25,321 97,817 123‘138 119 ,869 243,007 

PLlO 24,396 91,586 115. 982 89,921 205,903 

1986 E 5,722.16 2,425.58 8.147.74 837.54 8,985.28 

LA 50,530 129,577 180司 107 218,836 398,943 

PL 728.233 109.652 837.885 353,611 1,191,496 

PLlO 715.973 108,224 824 .197 308,925 1 133 122 

1987 E 757.60 752.84 l司510.44 349.93 1,860.39 

LA 17.161 38.946 56 .107 82,037 138' 144 

PL 72.355 80.559 152.914 227.425 380,339 

PLlO 67唱758 79.557 147.315 189.634 336,949 

1988 E 1,063.46 2,466.07 3.529.53 253.17 3,782.70 

LA 131. 346 69,899 201.245 51,472 252,717 

PL 189,784 125,473 315町257 128,440 443,697 

PLlO 189,580 125,161 314 ,741 114,592 429,333 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

