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サンマの食餌構成とその揖餌行動に就いて※

堀田 秀 之 ・ 小 達 和 子

THE FOOD AND FEEDING HABITS OF 

THE SAURY, COLOLABIS SAIRA 

By 

Hideyuki HOTT A and Kaz叫王oODA TE 

The digestive system of the saury lacks the stomach and has the straight intestine. 

It is divide!d into three parts by the valves, viz. short oesophagus, intestine, and 

rectum. 

The digestive tracts of about 1500 sauries were collected from 1951 to 1955, for 

the purpose to make seasonal and local comparison of the food and feeding habit. 

The following results are obtained: 

1. The principal food organism in the diet of the saury at the surrounding seas of 

the Japan is planktonic crustaceans, with larva and eggs of fishes, Sagittoidea 

forming secondary items of diet. Phytoplankton is not recorded in the every 

digestive tract. The analyses of planktonic crustaceans of the digestive tract 

contents and investigation of the plankton composition in the waters showed a 

considerable confluence. On the other hand a great number of the larva and 

eggs of fishes are discovered. 

2. It can be said that the food of the saury does not change from young (about 

60mm body-length) to adult. 

3. The rate of feeding (food-weight/body-weight ×100) of the small size saury is 

usually higher than that of the large, owing to a relatively high proportion of the 

empty or nearly empty digestive tract in the large size body-weight fish groups. 

4. It is impossible to suppose that saury in the spawning season does not catch 

their food. 

5. From the seasonal variation in the food composition, then, it may be said that 

the amount of the food increases during the spring (from May to July) and 

autumn (from October to November) monthes. At the same time there was a 

decrease in the percentage of the empty digestive tract. 

6. It seems that the monthly change of parasitic rate and density of Acanthocephala 

in the intestine were connected with the seasonal food variation of the saury. 

※ 東北；港区水産研究所業績第79£虎
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7. The amount of the food was found small at midnight and great in the evening. 

The food in the diet of the saury in the daytime might be digested by the next 

morning. It has been suggested that the feeding intensity was attained to a 

great extent in the daytime but the feeding almost ceased in the night. Thus it 

may be concluded that a diurnal variation in the intensity of feeding and activity 

forms the filtration and selective action. 

8. It is recognized that the rate of feeding of the saury caught by the gill-net is 

higher than that canght by the b6ke-ami fishing using strong power electric lamps. 

サンマの食性についての過去の調査記録は極めて貧弱で－、 問中には下等甲殻類と珪藻とが認め

られ、特に Copepoda,Amphipodaを最も好むと云う記述（丸JIJ1943）があるに過ぎない。 近

年北海道水研（1952’54）及び HATANAKA ('56）は克に詳しく食併をi捌査し、漁業生物準的見地か

ら食’！？主の研究が進んで・米た。 本報告はサンマの主嬰漁場から各種漁具（定世網・流網・陣受網）に

よってlff.l挫されたサンマについて、 その食餌の構成を 1951年以降調査して来たものを取櫨め、

食餌構成の季節的・地主li的変化及びその出餌欣態について考察を行った ものである。

材料は調査船蒼鷹丸 ・第 11也九 各脱水産試験場指導胎及び一般漁船によって保保された魚体

から消化管を取り／：！：＇，したもので 、その数は 1951!.:J二4標本139尾， 1952c.:1二9桜本 295尾＇ 1953年

14標本 310尾，1954!.:J三io標本 270毘，1955年 15棋本 516｝；もで、計約 50倒木：1,500尾

のサンマの消化管内容物を調査した。

サンマの消化管の形態については、此に SUYEHIRO(1942）によって指摘されている搬に、同を

欠き 、 腸は極めて短くて迂曲するととなく 直定している。従ってサンマは部［［；間 i~の 1 酷である。

との消化管はくび、れ（排）によって、外観から明らかに s ~m分に区別するととが出来る。 即ち、

前部の短い食道部，中部の腸管制，後部の直腸背IIである。 との詞置で取扱った消化管内容物は、後

背IIの直腸部を除いた食道部及び腸管・部について検銃された。食道部には民々サンマの鱗がみられ、

或時には之によって充満している場合もあるが、 とれは棒受網 ・定置網の網揚げの際に、サンマ

の魚体から離脱し、治ー中にー商に棋うていた鱗が飲込まれたものと考えられる。 又l叫管部には鈎

頭晶知の 1種 （Rhadiηorhynchussp. ）の寄生虫が底々見/Jl1される。とれらのか、鱗及び寄生虫は

泊イ七管内容物から除外して、その重量を測定した。 /A］容物については出現純度を用いた。11:1，現凋

度は泊イ七され難い竪い部分がいつまでも残って、 そのま主にその出現回数が多 く記録される欠勤は

あるが、餌が小型である弘同ゐら、 本文で・は／J:1，現頻度を求めた。叉鈎頭品類の 1種の寄生虫体；放を

も算定した。

本文に入るに先立ち、御指導を賜った本研究所長木村jI~i.士並び、に御敬示いただいた東北大挙農

暴部畑中正吉博士及び槙本採集に御協力下さった岩手 ・宮城・茨城 ・千葉 ・和歌山の各脱水試・指

導舶の各｛立；静岡服重寺の加藤仁氏，新潟！孫佐渡の刀根惣八氏，宮古市役所水産諒各位，本研究所

幅島信一 ・小達繁雨技官を始め海洋背源部各位に劃してl享く御躍を申し述べる。
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1 魚体の相蓮による消化管内容物・揖餌量の差異

春季から夏季に、沿岸の定置網には底々大型の親サンマと体長 10～5cm台本の若年魚、が混獲さ

れ、 叉秋季東北海匿に於いては、 棒受網により 27～29cm 台の 1=1~型サン？ と年によっては之に

加えて 31～32cm 台の大型サンマが漁獲される。 従って魚体の大きさ によって、 その油化管・内

容物や掃餌量にどの様主主差兵があるかについてi吟味した。 との場合後述する様に、漁場により 、

或は漁獲月 に よって、 消化~＇内容物に相症が み られ、 更に揃f!lr行動に日週期的援イ七が認められ

るから、資料の吟味を充分注意しなければならない。集まった資料な整思し、第1表にだl休の大

小による食餌構成を比較した。 各魚、体群共に泊化管内容物として、 Copepoda, Amphipoda, 

第 1表魚体の相違による食餌構成の比較（出現j樹皮）

採 集 五手 J'j J] ’55-V-10 ’55-VIII-ll ’55-VIII-11 

場 千葉脇見物J定謹綱 納沙布仰 El/2S38i型 大黒島 SE1/2 S 10 i旦

~芝~二 (28～32cm) (14～17cm) 
大型 I'"'I型

(31～32cm) (26～27cm) (30;:mく） (25～27cm) 

Copepoda 3 3 3 32 

Euphausia 2 2 1 1 

Amphipoda 1 1 10 

Larva and eggs of fish 3 1 

Indistinct 5 7 5 4 1 4 

Empty 7 13 20 】つ 3 

／ 0.381 0.262 0.189 0.370 0.118 0.588 

Examination of fish number 10 20 i 22 39 7 43 

Euphausiaが主として認められ、 次いで稚魚及びJ.¥limや Sagittaであって、f;{l体の差による食

性の相違lま認められなかった。

HAT ANAKA (1956）は体長約 6cmを墳として、 稚魚矧から幼;i'.{lJ切への溢移期があ り、稚魚期の

餌は Copepoda を主としているが、 幼，~{lJ悶 Vとは Planktonic crustaceans及び稚魚であるとと

を報じている。

従ってサンマの食性は幼，＼{lJ切から早 くも固定し、成長に伴って其の後の食性の変遁は認められ

主主いと云える。

ヨたに揖餌盆については、単位体重賞りの撒餌：量を求め、之を揖餌妻名fと名付け、次式で表わす。

W ：体重
婦餌李／ ＝ 一一× 100

消化管t勾容物軍量：

との掃餌率／のf直をヨえの階組に直分した。艮｜］ち 0.1以下， 0.1～0.5, 0.5～0.9, 0.9～1. 3, 1. 3 

以上で、 0.1以下を室虚、0.1～0.5を殆んど昼盛をl呼ぶ:j,Jj:にする。 とのfの値の各体長群毎の

ネf本長は肉体長ー（吻ι肉質部禾端迄）で、 “io～15cr五台” とは 10～・15cmにモードをもつことを；恵味する。以
F同様。
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度分布は第 1固に、その平均

値は第1表中に示されている。

との結果は体重の大きいf¥l

の方が空虚或は殆んど空虚な

ものの出現割合が多い傾向が

みられる。即ち休重の小さい

；＼＼（の方が翠til休重首 りの崩餌

ill：が多い傾向が認められる。

RICHER (1946) 

~lll!Jf秀之 ・ γ民主和子 ：サゾ -71の食’開博1肢とその病問行!WJに就いて

第 1囲魚体の相違による錆餌率 （／） の頻度分布
(A）千葉l孫館山湾見物定置網の漁盛物 1955年5月10日
(B）北海道大黒鳥 SE1/2S10i_盟総受澗の漁獲物’55:'.l同月11日
(C）北海道納沙布由ljl El/2S38ilfI グ グ ’55年8月llj={
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E主餌有毒成とプランクトン存在置との闘係第2表

’55『v28 採集地並に年月日ない。換言すれば、単位体重首 り
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Decapoda （幼生）

Euphausiacea (Euphausia sp.) 

Amphipoda (The1河istosp. ) 

Copepoda 

ノー プリアス

Oithonαsp. 

Paracalanus parvus 

Oncaea spp. 

Co1ycaeus sp. 

Acartia sp. 

Tomora sp. 

Ivlicrosetella sp. 

Candacia sp. 

Euchaeta sp. 

Copilia sp. 

Holoρtilus spp. (?) 
Ostracoda 

Tunica ta 

Copelata ( Oikopleu1官 Sp.)

Sagittoidea (Sagitta spp. ) 

Phytoplankton 

Fish-Larva 

Fish-Egg 

Empty 

Examination of fish number 

生H手重の平均消化管（胃）内容量は大き

い；＼{lの方が小さいという法則が、

al / ¥ lλ 

：~レ＼
0.1 0 c; 09 L3 I OJ l'.5 0.9 13 

部餌 聖書f 鶴自耳準 f

宵を持つとい うととには{91汐トが少

サンマの場合にも成り立つ様であ

る。（第 1表中では 3似＇Jtj:r2 'W!Jが

成立）。

サンマの標本採集と同時に⑧

g
u
g凶

Eυ

現場Plarホtonne併 によって、

のPlanktonを係集し、漁場に於

ける存在種と消化管・内容物との開

係について検討した結果は 第2

の大牛はPlanKton 表の様t亡、

そCopepodaによって構成され、

Parvzes Par邸 alαnzesの内でも

が大部分を占めてゐり、 次いで・有

尾類（Copelata）の Oikoρlezera

や矢虫類（Sagittoidea）のsp. 

;¥V-Dll 及び稚魚で、Sagitta spp. 

は網は少なく 、Phytoplankton

目の閥係で殆んど採集されていな

本口径 45cm長さ l!Ocmで目合はミ ユラ ーガーゼ No.3fこれ＇l'lifiけ『るグリツトガーゼによって作られたものひ
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しては、 Copepodaが鹿倒的に多 く、その内でも Paracalanusρarvus,Oncaea spp. Corycaeus 

sp.や形態が破慣Lて盛名の不明である Copepodaが多くみられた外、Sagi,ttaspp. や稚魚、・

魚、卯も可成 りみられ、 特にf;V,卯の／！・＼現頻度が高い。

Phytoplanktonや Oi!wpleurasp.は全く認められ友かった。従ってrンマは主として細胞の躍

過（filtration）に よって棲息環境に於ける Planktoniccrustaceans を構っていると考えるが、

との外に特iて大型のもの （；＼o¥;卯・ 稚魚、等） を狙って捕食する動作（selective action) もあると

とが考えられる。

2 産卵魚の嬉餌

生，殖巣が成熟Lてく ると或亜の魚で、は餌をfからな くなるととが知られているが、 サンマでは成

熟と揖餌がどの様友関係を示すかについてl吟味した。即ち生殖限重量：と脳餌量との閥係lてついて

吟味する。HATANAKA(l956a）によれば、 サン ？の生殖l肢の成熟の過程は年令によって相違すると

とが知られているから、体長（年令） と時餌量と生殖）］泉重量との 3要因について検討しなければな

らない。 従って使宜上

の availabiltyの均一性等を

考慮するととなしに、兎も角

各体長住に生殖腺重量階級日I]

tとその崩餌量との開i系をと！箇示

すると第2圃がfせられる。之

によると生殖腺重量の大きい

ものが多 く揖餌している傾向

がみられるので、 サンマは産

卵直前 ・直後で も崩餌すると

とを知った。

第2圏 各体長毎の生殖腺重量と掻餌量との踊係

ぐf地R~曹宮

1 0マ 3.0

宮、，

ユ

'" I 
A 』 ー

15 

⑨ '10由旬。S:0-5.0

⑥＞ BD 

3 食餌構成の季節的盤化

体 長

上述した様吃サンマの食餌としてはJさに Planktoniccrustaceans (Copepoda, Euphausia, 

Amphipoda）で、稚魚・ f.MPもかえ主りみられるが、 その季節的変化を吟味する。即ち各月毎に

Copepoda, Euphausia, Amphipoda及び稚魚・魚卯と消化管のささ成なもの（／が0.1以下）に

ついて、それぞれの出現率を示したものが第 3園で、J件月の下（乙主なるif'¥1陵地域を記入して、地

理的変化を示した。 Copepodaは4月から 11月まで大体25%前後を！二下し、 飴 り大きな変化法

みられなく、秋季の東北海医のサンマの主 要な併となっているが、 12月 紀州、｜では急激に減少し

て 596 と なっている。 Euphausぬでは 4 月か ら 6 月 までのヌドチfl 1:j:i fr~沿岸水域の駿河湾 ・ 館山湾

( 64 ) 
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ではその111現率限めて低く 596以下であるが、 7月からは徐々に多くなって、 10月には 5596と

いう揺めて高い値を示した。 との時JIJJは殆んど北海道南沖合の漁獲物であり 、サンマが南下した

11月・ 12月には殆んど認められない。Amphipodaは4月から 12月まで各月に亘って認められ

るが、特に6月の三陸沿岸のものは常にとれが消化管lてみられ、 55%といった大きな峯を示し、

第3圃食餌権成の季節約変化 7月 ・8月は 2096前後であ
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｜ 弱北Jヒ渇ii主 ;Ii 中＇~ ＇昏l

るが、外の月は一般に低い。

しかし 11月の津軽海峡東口

の恵山岬周辺のものは、三陸

近梅のものに比べて極めて高

いIi'，現率を示した。 稚魚及び

魚卯；土主としてカタクチイワ

シで、その泣：卯j羽に；者る 4月

から 7月のImにみられ、叫に

5月l亡は 3096という向い値

を示した。之は春季の駿河湾・

館111？考等へ来砕するサ ンマi洋

のi/ff.i永水域とカタ クテイワ シのi!flJ~ · 護｛：！：：場が帰んど、同一水域であったζ と を意味し、 ζ の頃の主

要な食餌構成物として表われたものと考えられる。 夏季から秋季にかけて、消化管ーに始んど/l',現 し

ないととは、サンマとカタクチイワシとの悦泳；）＇（域が相違しているものと考えられる。 との械な

Planktonic cmstac日 nsのクやJレー フ・rlf1（窃・種）の変動や稚魚 ・；＼（！，卵の，＇I！，現率の相違は、 季節

により 、 叉地域によって大き く 変化するし、同一地域で も I魚、能月 によって消化管内容物K~l1庄の

みられるととは 第 3表に示す通りである。 ヨ大に消化管内容物として,'I＇，現率の高い Copepodaと

第3表のI 1主餌有毒成の地理的変化 (tU現回数及ひそのT’｛分比）

採 集 till 世主 111 湾 E畳 河 p寄

品~~竺l IV v VI VII VI 

IHI % 四 % 四% 回% 回%
Copepoda 14( 18.0) 59(35.8) l( 5.0) 17(51.4) 24(36.4) 

Amphipoda 3(5.12) 18(10.9) 9(495) 8(24.2) 4(6.12) 34(79.0) 

Euph1.usia 4(3.85) 1 ( 3.4) 6(9.10) 1( 2.3) 

Larva and egg of fish 1(612) 48(29.0) 1( 3.4) 5(7.58) t 8（問7)

Sagitta 12( 7.3) 2(10.0) 5(15.2) 1(1.50) 

Empty 36(46.2) 11( 6.7) 6(30.0) 8(12.1) 

Indistinct 17(21.8) 17(103) 5(25.0) l( 3.4) 18(27.2) 

Total 78 165 23 33 66 43 

Examination of fish number 74 111 20 20 52 35 

～一ーーー一 採主~月
食餌檎唆 一一一一一一一一一
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第 3表の2 1主餌構成の地理的変 化（仕1現回数及びその百．分比）

日 本 海 北海 道 沿 岸

採 集 地結
奥尻島醐｜大和准 海＼（~~～ふ）｜ 惑山岬

三陸

近
145～152E 周辺

食～～甚～j構一可重一一 一一一一事長一集一一月一 VII VIII XI XI 

回% 回%＇ 回 % 四 % 四 % 回% 四%
Copepoda 4( 3.8) 14(50.0) 43(34.4; 91(36.8) 22(17.2) 20(18.9) 27(90.0) 

Am phi pod a 41(39.0) 34(27.2) 32(12.9) 7( 5.5) 33(31.1) 1(3.33) 

Euphausia 1(0.95) 14(50.0) 5( 4.0) 9( 3.6) 16( 12.5) 

Larva and egg of fish 29(27.6) 1(0.75) 1( 0.9) 

Sagitta 1(0.75) 6( 5.7) 1(3.33) 

Empty 20(19.1) 33(26.4) 98(39.6) 77(60.l) 28(26.4) 1(3.33) 

Indistinct 10(9.55) 8( 6.5) 17( 7.0) 6( 4.7) 18(17.0) 

Total 105 28 125 247 128 106 30 

Examination of fish number 77 7 105 220 106 75 30 

Amphipodaの種類を詳しくみると、北海道近海で、は Copepodaは Calanusplumchrus, C. 

cristatus, C.fiηmarchicus, Pseudocalanus sp. Amphipoda は Themistosp. で、とれら

は主として寒流系種である。駿河湾・館山湾で壮、 CopepodaはParacalanusparvus, Corycaeus 

sp. Labidocera sp., Onca四 sp. Amphipodaは Corゆhiumcrassicorneといった暖流系監

によって占められている。従ってサ ン？の食餌構成はその倣泳水域の Planktonの構成極に左右

されるととになるから、との季節的変化もl年によってかなりの変化があ「るー しかし一般に Plan-

ktonic crustaceansのIH現率は夏季（8月 ・9月）と冬季（12月）に低く 、との雨期聞には泊、化

管の益虚なもののIH現率が極めて高 く、 春季 （5月・6月）と秋季（10月・ 11月）には低く友ってい

る。との様主主空虚な泊イ七管の季節的変化は海洋に於けるPlanktonの治長を表している。HATAr叫 KA

(1956a）はサンマの肥満度の季節的変化を調べ、不 ・秋雨季に肥満度の高いζ とを指摘している。

従って泊化管の空虚なものの出現塁手とは負の相聞々係を示す事になる。

4 鈎頭虫類の1種の寄生率及び寄生密度

銑に述べた様に、サ ンマには底々鈎頭虫類の 1種 （Rhadinorhynchussp. ）の寄生虫が見／J＇，さ

れる。 との寄生虫は下等甲殻主wを中間宿主と しているので、その寄生率・寄生符度は中間宿主でL

ある下等甲殻類Eと踊耳元する機舎の多少に閥係があるものと考えられるので、 その寄生王手 ・寄生密

度の周年変化について検討した。ととで寄生率及び寄生省，：J!tは~（式で表わされる 。

寄生率（%）＝号、、 100

t 
寄 生容？皮 n 

N: 仰祭総個イ本政
n: 谷生虫保持個体数

n : 谷生虫保持個体数
t : 答生虫総側休盟主

サン？にとの寄生虫がみられるのは、 主として体長 20cm以上のものであって、稀に 18cm

( 66 ) 
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級のものや 4cm級の稚魚にもみられた。従ってととでは体長 20cm以上のものについての寄生

率 ・寄生精度について、その季節的変化を示したものが第 4園及び第 4表である。

第 4園寄生率・寄生密度の季節的変！と
号令
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サンマの容さl三率は大体20

%前後を示し、特に6月の三

｜壁沿岸のものが最も高 く、

寄生率85%，寄生続度も3.6 

匹といった大きい値を示 し、

ヨえいで 9月は 50%、寄生

年中.＇＆ は 2.7 1Zfである。 11

月の津控訴J峡東口悪山岬周

辺のものは、同時期の三陸

近海のものに比べて、その

寄生率 ・寄生密度は極めて

大きい。との様な寄生率 ・

寄生続度の季節的変化は前
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の3種のl(¥1.具によって漁獲されたサンマを、 1魚狼IIも－毎（1日を 21侍間旬．に直切つて）に、踊餌歪李

の階級のJ上l現創合を比ii佼した（第 5 園）。定置網による ！YA白l 担~II奇：刻は：制 ． 夕2回丈けで、あり 、流網．

棒支，網は塗：昔~1友間の材

を踊在I~弓＝／によつてみると 、 定置網の的挫物では夕方 1611寺～18 ll寺のものは f>0.5といった

( 67 ) 

Vil 1叩

連した食併構成（第 3園）と密接友関係を有

する ものと思われる。本極の生活史及びサン

マの休内での滞出1J明間等がf:ifjらかになれば、

本種の寄生状態からサンマの肺餌履歴が推定

される ものと考える。

5 揺餌活動の日週変化及び

漁具別掻餌量の比較

1日中の警聞と夜間によって、或は叉i'ff.1具

によって直別すると、 漁~fft されたサンマのがJ

北管の内答；量に次の様主主特質が認められた。

即ち索官I~行動を併料を含む同の放の 1日を通

じての変化によって決定した。との場合には

揖餌卒（／）を 0.5以下， 0,5～1.0,1. 0 

以上の 3附級に分け、定置網 ・流網 ・綜受網
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空虚!illは殆んど~ι慢なものは少友くて、／く

1. 0といった多量に師餌したものが多いが、朝

方 41時～6 11寺のものは、反酎i℃2さl!~なものが

大部分である。流網の漁獲物でも夕方のもの

が多く 、其の後時間の経過に1＊って衣第に室

虚の／I'，現剖令が高くなる。従ってサン マの崩

餌活動は~｝；；間から日淡H寺にかけて旺盛で・、そ

の併料は翌朝までには概ね泊化され、 夜/1¥'li＇主

殆んど掃fµ~ しないといった日週間的行動が考

えられる。 ζ の結果は HATANAKA (1956）と
蹴 品

同一である。ととで興味のあるととは、同一 段

時剃に流網或はタモ網による j賞、J~物と集魚、燈

利m体受網のものとを比較すると、明らかに

流刑Zj十タ モ綱の漁獲物のプJが、先魚；燈搾交緋j

のものより多量に踊餌しているものが多く、

棒受網の漁獲物は各時亥IJ:!-t:Yf.'んど益虚な消化

管のものばかりである。 l互に灯付良好鮮では

↑Jp!fiJflil：がよかな く、 :tr付不良群で‘J之I〕骨餌:Jil：が多

い傾向がある（北7]¥.Wf・：｜仁7k.試 1954）。換言

第5圃漁具別の掻餌率の時間的変化
0 Ji前ヰ率 ／く1.0 自f=0.5～1.0 口f>0.5

上段一定置網， i=j-1段一流綱，下段一線受網

ニトi午 ('J:直縄l

• 9t 偏1

（九｜網）

顕

If> f.0 

Vi 

,Yi 

時6
 

内

υ4
 

0
 

4
 

nい9

・o
 

n
uv 

白川
目z

z
 

n』

－A拘
リ

2
 E
 

吉田以8
 

2
 

8
 

1
 

すオLは

との様な例はサンマに限らず、例えば毛識（Porthesia）にも 、認められている（LOEB(1889）＊）。

上越した棋に、時受網による1.1.M正サ ンマの泊イ七管が対んど益［設なものばかりであるととは、サ

ン Yの漁場構成の聞からも又資源l’t＇~な商からも興味がある。若し群によって櫛餌霊が異なる とす

れば、 ~!HW.な群と多く崩御している群との分ギ1:i!lj~態は喋抵r'i''lに規定される可能性がさl三 じてくる 。

即ち2主虚なものの，＇［＇，現する場所，，.;t-Y-ン？の併料生物の少ない場所と一致する可能性がある。 東北

1bf.mi：のサン 7漁場は多 く親潮前線の潮場周辺K'll~成されてゐり、 その部分で魚群幸子J度も大きく大

量に漁獲されているのであるが、j!:¥F)境周辺には Plankton共の他のすン 7 の餌料生物も多い事に

主主る。 然るに餌料三I：：物の多い7]¥.J或はサンマの灯付が不良という事になると潮境周辺の餌料生物の

多い水域と サ y －＜ の好漁水域とには若干の（l市りが見られる4]~： になる。之に就いては更に別にlii1.i纏

め報告したいと思う。

6 摘 要

1951 （~三から 1955 年に亘って保集された約 50 標本 1500 ~のサンマの消化管・を制査し、 その

ヰ菊地（194S）より号IJ討。

（回）
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食餌構成と構餌行動について、ヨえの様な知見が得られた。

1. サン 7 の主たる餌は Planktoniccrustaceans で、稚魚、 ・；（~卯（主にカタクチ イワシ）や

Sagittaが之にヨえいで去り、 Phytoplanktonは泊化管中には認められ主主い。

2. サンマの食作｜：は幼魚、N'J（体長約 6cm）から固定し、幼魚、から成魚、に至る聞に食性の変化が

f;YJめられない。

3. 1単位体重富りの嬬餌量は体重の小さいものの方が一般に大きい傾向がある。

4. サンマ｛土産卯時J切でも "ii~にf青年餌しているつ

5. サンマの泊、化管内容物の季節的変化は、一般に森季（5月・ 6月）と秋季（10月・ 11月）

に Planktoniccrustaceansの，＇H現制合が高く、との時］切には泊化管の益虚なものは少ない。

空虚な泊、イ七管のIi＼現剖合は海洋に於ける Planktonの存在量と閥連する。

6. 鈎頭要員額の If:卓の寄生虫が体長 20cm以上のものに屡々見出される。との寄生率・寄生流：

度は餌料と関連を持つものと考えられる。

7. サンマの索餌活動に日週間的変化が認められ、主聞から日浅時にかけて盛んに揖餌し、夜

聞は描餌しない様である。

8. 夜間棒受網と流網による漁獲物」の崩餌童を比較すると、流網のものの方が多く、 棒受網の

ものは消化管が殆んど益段なものばかりである。
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