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東北海区にIo"けるハダカイワシ科魚類の研究※

II. ス ヌキハダカ MyctoPhumaffine TEMMINCK et SCHLEGEL 
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STUDY ON  THE FISHES OF THE FAMILY MYCTOPHIρAE IN THE 

NORTH-EASTERN SEA AREA ALONG THE PACIFIC COAST OF  JAPAN 

Part 11. Susuki-hadaka， MyctoPhum耕作eTEMMINCK et SCHLEGEL 

By 

Shigeru ODATE and Tδru OGAWA 

The present pap巴rgains the results of the authors examination of the lantern fish， Susuki-

hadaka Myctoμ叫例 αiffinie(LUTKEN)， captured with the surfacial larva net on th巴 occasionof the 

oceanographical observations in the North-eastern Sea Area along the Paci五cCoast of ]apan. The 

net was strained for five minutes and the number of specimens amounted to 3，514 individuals for 12 

years， 1949 to 1960 

1) This species was captured through the observation carried out during the period from April 

to December. The larg巴stnumber of them occured in September. This area is the offi.ng of the 

]oban coast 

2) The most common temperature was 190C in early summer， and it gradually increas巴dto 

200C in summer and dropped again to 180C in the fall. These temperature zones may correspond with 

the vicinity of the Kuroshio front 

3) During the period from Spring to Summer， the small modal value of 15 mm  in the body 

length frequency， occupiecl the main school of this fish and the 45 mm  medium size group was mainly 

captured in the fall 

4) The ovaries over about 100 mg in weight were found to be the matured eggs over 0.3 mm  

in egg-cliameter and the completely matured ovaries were noticed in the fish over about 70 mm  in 

body-length. In large fish， th巴 ovaryweight at th乱ttime was more than 300 mg. The number of 

tbe complet巴lymaturecl eggs over 0.3 mm  in cli乱口1eterwas estimated to be about 8，000 inclivicluals. 

]uclging from the above stated results， it might be suggested that the Myctoth叫 例 affinespawn 

through Spring ancl Summer in this region. 

ハダカイワ シ科魚類は海洋観測の|段、各種曳網類によって極 く普通l乙採集 される魚種であるが、 二三のもの

を除いては一般の限にふれる機会も少ないので、その生活史・生態等については殆んど知られていない。東北

海区において表層曳稚魚網によって採集 されるハダカイワシ科魚類は 今までのと ころ十数種に及んでいるが、

※東北海区水産研究所業績第 170号
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東北海区におけるハダカイワシ科魚類の研究 (ll)

此の中数量の多いのはススキハダカ属 Myctophumの魚種であって他の種類は比較的少ない。本報告で述べる

ススキハダカは此の方法で採集されるものとしては、 同属のアラハダカ Myctophumasperum RICHARDSON 

と並んで最も多い卓越種である。

此の採集調査は、各航海lζ乗船された本水研資源部の諸氏と 、調査船及び各県指導船乗組員の献身的努力に

よって遂行された。各位の労苦lζ深い敬意を表するものである。

本報告を発表するに当って御指導を戴いた本水研所長木村喜之助博士 ・資源部長山村弥六郎博士並びIC東海

区水研阿部宗明博士lζは深く感謝の意を表するものである。亦九州大学農学部水戸敏博士にはいろいろと御教

示を得たので御礼申し上げる。

I 形態的特徴

本種の鱗は円鱗で脱落し易く、稚魚網で採集した標本では側腺鱗及び胸鰭附近の体側前部を除いて大部分が

剥離している場合が多い。

轡鰭上部発光器 Supra-analorgans (SAO) は 全く 一直線状に配列しているので、本邦産ハダカイワン科

魚類中他種との区別は容易である。又体側後部発光器 Postero-lateral organ (POL) は脂鰭の前直下Kあり、

同属のイバラハダカ Myctophumspinosum (STEINDACHNER) と識別される。

Supra-caudal gland (尾柄上部発光線 SCG) は必ずしも持っている訳ではな く、 Infra-caudal gland (尾柄

下部発光腺 (ICG) だけを持つ個体も多数あった。 1958<1手 11月採集された 233尾の 1群について此等の出

現割合を観察した結果は第 1表のようである。 即ち SCGをもつものと ICGをもっ個体の出現比率は丁度

1/2で、各個体とも必ず何れか一方をも ち両方をもっているものはなかった。 此等両グループは体長組成では

若干の差はあるが、各形質の計測結果に於いて差が認め
第 1表 尾柄上・下部発光腺の出現割合

計

られなかった。即ち背鰭条数は分布の modeが 11(範

B I標本組成 因 lû~12) ，傍鰭条数 19(18~20) 及び胸鰭条 15 又は
14 である。又脊椎骨数 39 個 (38~40) ， 側腺鱗数 39

f回 (38~40) で各々の分布範囲は非常に小きかった。両

グループとも第 3SAOは大部分第四番目の仮u腺鱗上

にあり、 POLは第 28番目のそれに一致していた。

従って乙の差が本種内l乙於いてどのような意味かもつ

も のか今のところ不明である。尚 SCG は 6~8 個の

大型の発光器が密lζ配列しているが、 1CG は 3~5 個

の小型のものが夫々分離して存在しており、 体長 30

体長mm I A 

15 2 
20 2 
25 2 
30 18 
35 13 3 25 
40 13 7 25 
45 18 16 65 
50 7 13 35 
55 6 7 30 
60 3 6 11 
65 6 9 
70 2 9 

60 向。
η

。。“
ハUハ。

(A Supracaudal glandだけをもっグループ) 111m以下では外部から認識し難い。

(B Infracaudal glanclだけをもっグループ)

11 分有

本種の分布については既に小川 (1961) が概略について述べたが、 ζ 〉でその分布状態を更に詳しく検討し

てみ る。東北海区における稚魚網の調査は 1949年か ら 1960年の期間|略々この海区の全域を被う ように実施

された。この調査期間中スス キハダカは 2月から 12月まで、 曳網の行われなかった 3月を除いて毎月採集

きれている。従って本種は東北海区においては大体周径は亘って棲息しているものと推定される。

採集数 稚魚網で採集された漂流期の魚類稚仔の中で採集尾数の最も 多いのはカタクチ イワ シであるが、訪き

泳力を備えた大型の成魚ではハダカイワ シ類が最も 多く 採集される。例えば 1%9年の 5月から 11月までの間

l己採集された魚種別採集尾数の集計では、 ススキ ハダカはアラハダカiζ次いで第7位であった(小遥 本報告，

第 3図参照)。
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小 達 繁・小川 逮

第 2表 稚魚網による ス ス キ ハ ダ カ の採集表

月 l 採集回数 | 採集尾数 | 平均尾数 | 曳 網 数 | 採集率
1 I夜 間 l昼 間 |

1 3 5 1.7 12 18 25.0 
2 2 3 1.5 13 14 15.4 
3 
4 9 11 1.2 56 68 16.1 
5 32 112 3.5 206 249 15.5 
6 54 216 4.0 223 308 24.2 
7 82 469 5.7 295 467 27.8 
8 108 486 4.5 493 578 21.9 
9 28 74 2.6 231 263 12.1 
10 70 607 8.7 77 73 90.9 
11 121 1，477 12.2 237 221 51.1 
12 4 54 16.0 17 8 23.5 

計 513 1 3，514 1 6.8 I 1，附|山7 I 27.6 

(採集率=採集回数/;夜間曳網数 x100，1949~1 960年)

1949年以降調査の実施された 12ヶ年間の採集数の総計を第 2表に各月毎lζ示す (野島崎 SSE線以北の

東北海区のみを取扱った)。此の間夜間総曳網数は 1，860回で、ススキハダカは採集回数 513回、総計 3，514

尾が採捕された。 採集尾数の最も多かったのは 11月であるが、 7月 ・8月にも比較的多く出現している。

1網当り平均採集尾数は夏季 (5，....，8月) は 4尾程度であるが、 秩季t乙は増加し 11月iζは 12.2尾となり非

常に多かった。 9月lζは採集尾数が極めて少なく夏と秋の多獲時期の間にあって特徴的な減少期を示す。

又ハダカイワシ類は夜間採集されるものであるから夜間曳網数に対する比率(採集率=採集回数/夜間曳網数

x 100 ) を求めると 、 春季から夏季へかけては、 採集回数は曳網回数の 1/3~1/4 程度の出現割合であるが、 10

月l乙は殆んど全点、11月には約半数で曳網 2回IL1回は採集されることになる。即ち本海区において採築率

では 10月、 採集尾数では 11月に最も多く採集される。尚昼・夜間の曳網時間の区分はその曳網位置におけ

る暦表か ら算出して求めた 日没 ・日出時を境と したが、 昼夜により浮上及びi:t降運動を行うハダカイワシ類は

暦上の日没時刻前又は日出時刻後の湾明時、海面のかなり暗いときには活動をするもののようである。特i乙夜

明け後採集された例が二三見られた。

l困lζl網で採集されるススキハダカの尾数は様々であるが、階級別採集尾数の出現頻度についてみると

(第 3 表)、l網 4尾以下の回数は全採集回数の約 2/3である。併し採集尾数では 18%にすぎず、 10尾以

上採集された場合が全採集尾数で占める割合は約 2/3となっている。 l網の最多記録は 233尾 11958年 11

月 18 日、N350-59'，E14日ー12'，水温 18.50C，体長組成のモード 45mm 台)で、あった。以上の結果からみ

ると、本海区におけるススキハダカの分布状態は数尾程度採集される場合が多いのであるが、 時期と場所によ

っては相当密集していると ζ ろもある。

第 3表 1縮当り採集尾数

尾一£i数 採集回数 % 採集尾数 % 

1へJ 4 338 65.9 645 18.4 
5~ 9 79 15.4 537 15.3 

10へJ 19 56 10.9 740 21.0 
20~ 29 22 4.3 546 15.5 
30~ 39 7 1.4 249 7.1 
40へJ 49 4 。目8 165 4.7 
50~ 99 6 1.2 399 11.4 
100~199 
200~299 0.2 233 6.6 

計 513 3，514 
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東北海区におけるハダカイワ シ科魚類の研究 (II)

地理的分布 本種の各月Iζ於ける分布水域は大略次の通 りである。即ち 5月 ・6月には東北海区南部 (常磐

沖合)水域の約 200 浬以内で一様に探築きれ、 7 月にも大体分布の中心は乙の水域であるが、 150~200 浬の

沖合で も採集尾数の多い点が密集している。 8 月にな る と調査の中心が北Iζ移り 、 N390~410， E1520附近の

沖合まで一様に分布がみられ、北海道近海では少ない。 9月には三陸北部から北海道沖合へかけて相当広範囲

1r.数多く の曳網が行れたにも拘わらず、採集数は極めて少なかった。此の月は稚魚網による採集結果では全て

の稚魚の採集量が非常に少ない時期である。

10月になると再び三陸近海で多く採集 される様Il_なり、三陸沿岸から略々 300浬沖合まで一様に採集点、が

分布してい る 。 11 月 lζは分布の中心が南K移り 、 常磐近海の 100 浬以内 と 、 200~300 浬附近の二つの水域で

数多く採集されている。ζの分布水域は黒潮前線の発達状態と対応している(第 2図)。

前述の採集比率及び平均採集尾数の月別変化から考えても 11月は最も 多く 、その 中心は常磐近海に集中し

ているのである。

分布水温昼夜により鉛直運動を行うハダカイ ワシ類が、昼間どの程度の深層まで沈降するか、 その生態に

ついてはあまりよ く知られていない。 Mead等 (1953)は三陸近海で中層 トロールを使用して、150mまでの

各層でハダカイワ シ類を採集した乙と報告しているがススキハダカ属のものは少なかった。併し何れKしで も

夜間表層に出て活動(摂餌)する場合でも、その場所の水温が活動を助ける 支配的要因となる ζ とは疑ないで

あろうから、 ζ 〉で採集時の表面水温を指標にとってその分布を調べる乙とにする。
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第 3図 体長 組 成

( 1952~1960 年)

( 93 ) 



小達 繁・小川 達

全体的にみると、本種の採集時11:於ける表面水温は l10Cから 270Cの広範囲11:亘っているが、採集率 (水

温 PC 毎の出現回数及び採集尾数の全体tζ対する百分率)で 10% 以上を占める多獲水温は大体 170~210C

台で、かなり狭い水温帯である(第 1図)。又季節的lζ 乙の出現状態をみると、初夏の候 (5月・ 6月)は多

獲水温の峯は 190C台、夏季 (7月 .8月)には 200C台Ir.上昇するが、秋季 (10月・ 11月)にな ると再

び 180C台の低水温に移行する。即ち初夏と秋季におけるススキハダカの分布水温帯は、丁度ζの時期K発達

する黒潮前線の潮境iζ相当し、乙の水域iζ密集しているものと考えられる。第 2 図は 1958年 11月常磐近海

における海況とススキハダカの分布の図である。 ζれらの水域は豊富な餌料生物の生産帯である ζ とから、ハ

ダカイワシ類も ζ 〉に集中するのであろう。

体長組成 各月毎11:5inm階級毎K集計した体長組成は第 3図の通りである。体長は吻端より尾柄被鱗部未

端までを測定した。尚本報告で測定した体長 (Body.lengthBL) と全長 (Total.lengthTL) との関係は次の

式I(よって求められる。

TL=1.l20'BL+1.885 (mm) 

5月から 10月までは体長組成のモードが 20mm台(20.0~24.9mm) にある小型主群と 、 30mm 台の中小型

グルー プ、 更に大きい 45mm 台にモードをもっ中型グルー プの各体長滋iζ分けられる。体長 30~50mm の中

型魚は 8月以前Kは比較的少ないが、10月になると ζれらは中型群として明瞭な分布の峯を形成し、 20mm 

台の小型訴は減少する。 11 月 には 45mm 台が主群で、より大 きい 50~60mm のものも相当な部分を占める

ようになる。又 6月以降体長 70mm前後の大型魚も若干ではあるが採集されている。

全体的にみると、各月とも各種体長群が含まれ、体長組成から成長曲線を 追跡するようなモードの移行は明

らかで、ない。併し 5月から 8月までは小型群が主体であって、中型裂は少ないが、10月になると中型群の増

加が目立ち、 11月には中型群が主体になる。又 6月から 8月まで小型群から成長分離したと思える 30mm

以上のものが見られるから、ζれらの移行が成長傾向を物語るものと云えよう。更に各月tζ於ける小型魚の出

現状態からみると、春から夏へかけての相当長期に亘って発生したものが逐次採集されるものと考えられる。

III 成熟

卵巣重量採集された標本は全て 10%フォルマリン液で固定されてあるが、ζれについて秤量 10mgの両

皿天秤で卵巣重量を測定した。 全期聞を通じて体長と卵巣重量との関係を示すと 第 4 図のようになる。体長
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卵巣重量と熱度指数との関係
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東北海区におけるハダカイワシ科魚類の研究 (II)

60mm 前後のススキハダカでは卵巣重量は 20~40mg で、 未熟な個体が多かった。熟卵(後述)と考えられ

る卵巣を もっ最小の体長は 63.0mm，最大は 78.0(全長 93.0mm)であった。又成熟卵巣の重量では、最小 75

mg，最大は 420mgとなっている。体長 62.0mm以下では熟卵をもっ個体は発見きれなかったので、63.0mm

以上のも のについて熟卵を もっ個体と未熟卵の個体との比をとると 20・43で、 約半数が熟卵を もっている ζ

とになる。又 70.0mm以下では卵巣重量 100mgを超える ものは殆んどない。 300mg以上の大型の完熟卵巣

は全て 72.0mm以上の大型魚であ る。

卵巣重量/体重X100を熟度指数Gonad-inclexとして、卵巣重量との関係を第5図i乙示し た。 図中未熟群 (A)、

熟卵をもっグループ(B)、更に大型の完熟卵群(C)と 記号別に記入したが、熟度指数1.5以下、卵巣重量60mg

以下では熟卵は認められなかった。

卵巣重量の季節的変化 熟卵及び完熟卵をもっ個体の卵巣重量の季節的分布(第 6図)についてみると、春

季又は夏季i己採集されたもので特に大型卵巣をもつもの

。殺
害冶・

が目立っている。乙れらの完熟卵巣を もっ魚の体長は

72.0mm以上であるが、 11月l乙採集されたものはこの

位の大型魚でも 100mg前後で、 中等程度の熟度である。

即ち第 4図で体長 70mm以上の大型魚で卵巣重量 100

mg前後以下の個体は全て 11月K採集されたものであ

る。このように表層曳稚魚網で採集されれた標本の計測

結果のみからみれば、春・ 夏季の体長 70mm以上の大

型魚は明らかに産卵群であるが、秋季のものは未だ成熟

期にあるものと推定される。又春 ・夏季l乙は大型魚の採

集は極めて少ないから、 産卵期にあるこのような大型魚

は表層曳稚魚網によっては採集し難いのかも知れない。
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第 6図 卵巣重量の季節的変化
(体長 G5mm以上)

性比 生殖腺重量約 10mg以上のも のについては秤量後全てその内容を観察した。 10mg以下のものは測定

しなかった。計測できた個体は総計約 80尾であったが、 これらは全て雌の卵巣であって精巣は発見されなか

った。 20mg前後の未熟な卵巣でも微細な卵細胞が卵巣嚢内IL充満しているのが観察される。 全体の採集数と

比較して ζれらの標本は一部分lζ過ぎず、亦特』ζ完熟魚が極めて少なかったので乙の結果だけから推論するの

は困難であるが、ススキハダカではJlItil:il:の分間住が行われているように思われる。

卵径組成 卵巣は未熟な個体では根本早状であるが、成熟するiC従って 膨らみを増し、 完熟卵巣では普通の魚

にみられるような褒状である。 100mg前後の成熟卵巣では梢々賞味を帯びているが、 完熟卵巣になると飴色状

となり、卵粒が舛部か ら認め られる。左右の卵巣は略々相称型で、左側が梢々長い。 重量 50mg前後の未熟卵

巣で卵巣長は約 15mm前後， 100mg前後の成熟卵巣で約 18mm{立，300mg以上の完熟卵巣になると約 24mm

位であるが、左右卵巣長の差は大体 2~3mm 程度であ る。

ζれらの卵巣卵の中 0.20mm以上の卵の卵径を測定した。 体長 73.0mm， 卵巣重量 135mgのものlζつい

て、左右卵巣の前部・ 中部 ・後部の卵径組成を求めたが、夫 の々部位及び左右の卵巣で卵径組成l乙差は認め ら

れなかった。

20mg 程度の未熟卵巣では、卵径 0.05~ü.l0mm の透明な卵細胞が充満しているが、 卵巣重量が 40mg程

度K増大すると、梢々大きい卵が出現し始め、その最大卵径は 0.20mm{立になる。但し卵径 0.25mm前後以

下では卵細胞は未だ透明である。更に 50~60mg 位になると 、 卵径 0.30mm 前後のものが現れ、 ζのf立のも

のでは卵表面lと海綿状の構造が認められるようになる。そして卵は賞味を増してくる。 その後次第に成熟して

卵径 0.30~0.40mm 前後iC ìまし たものでは、ハダカ イワ シ類の卵特有の卵内 IL環状で粉々不透明な暗部がみら

れるよう lζなる。その大 きさ は卵径の 1 /2~1/3 位である 。 ζ のような卵を一応熟卵と 考え、 その卵巣を成熟

卵巣 (B) と呼 ぶ ζ とにする。 ζ の時の卵巣重量は 70~ 80IDg 位で、 卵巣タL部からもこれらの粒状の熟卵が観察
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されるようになる。 更に大型の 300mg以上の卵巣では、 0.50mm位の大型卵が出現し、卵巣膨大して、放卵

近きを思わせ、完熟したものと考えられる(完熟卵巣及び完熟務c)。

卵巣卵の卵径組成からみると、その成熟過程は卵母細胞群から一部のものが逐次成熟して、成熟卵訴を形成

するものと考えられる。 併し何れの卵巣でも成熟卵の起源となる小型卵の数が最も多く、一般の魚類t乙見られ

るような卵巣構成を示している。

第 7図は 0.20mm以上の卵の卵径組成を B(成熟爵)と c(完熟務)に分けて図示した。完熟群では 0.40

，，""0.50mmの卵演が増大し、 0.20mmの小型卵の比率が減少している。成熟群では 0.50mm以上の大型卵は殆

んどみられず、小型卵も相当多い。又ζれらのグループは卵巣重量 (100mg前後)及ぴ熟度指数 (1.5"""3.5)

からみて、完熟卵l乙比較して未だ中等程度の成熟状態ではないかと考えられる。
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第 8図卵巣重量と卵数

(卵径 O.3mm以上の総卵数)
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卵径

第 7図卵径組成

(B: 成熟群卵巣重量ルmmg)
c 完熟群 " 320~410mg 

熟卵数 前述のような熟卵と考えられる卵の中、一応卵径 O.30mm以上のものについて卵巣内の卵数を算出

し、卵巣重量との関係を第 8 図に示した。 100mg 前後の成熟爵 (B) では ζれらの熟卵数は 1 ，OOO~2 ，OOO 個

程度であるが、 300mg 以上の完熟群(c)になると 8 ，OOO~9 ，OOO 個と増加している。これら両群とも卵径組成

においてはそれほど大きな差は認められないから、卵巣重量の差は熟卵数の差lζ基くものであって、 成熟卵巣

(B)では小型卵固から O.4Qmm台の熟卵への増殖が尚盛に行われるものと考えられる。

IV 考察

ススキハダカは東北海区Iζおいては、特lζ秩季黒潮前線の潮境周辺で多く採集されているが、 出現傾向から

みると略々周年に亘って棲息しているものと予祖される。従って本報告に欠けている冬季から春季へかけての

標本が、本種の生活史・生態を解明する上に是非とも必要である。又本報告は夜間海面に浮上してきたものを

表層曳稚魚網で採集した様本fLついて検討したものであるから、魚体の大きさに対する採集網の撰択性或は成

長l乙伴う生態の差等は判らなかった。特fL深層における分布状態は不明である。

ハダカイワシ類の産卵生態についての研究は極めて乏しいが、ススキハダカでは大体 70mm位で成熟する

ものと推定され、卵径組成からみてその生物学的最小型は体長 65mm前後であろうと考えられる。

本種も他の多くのハダカイワシ類と同様、シラス時代を経て成体型に変態するものと考えられるが、成体型
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K達した本種の最小個体(採集された最小魚体)は 16.0mm(8月)であった。 第 4表i乙示きれているように

ハダカイワシ類のシ ラス(種不明)は 7月11:最も 多く 採集される。これらのシラスは完熟卵をもっ成魚の出現

及び本海区で採集される ハダカイワ ン科魚類の大部分を

占めるススキハダカ又はアラハダカ(成熟Kついては不

明)の稚仔である可能 性も ある。 ζれらの稚仔の体長

は 3~15mm であり 、 15mm前後の比較的大型のもの

では、体表の色素は未だ不完全であるが、体側発光器は

既l乙出現し始めているのが認め られた。従って ζの稚仔

が本穫として採集された前記小型訴に連続するものであ

るとすれば、成体型への 変態は大体 15mm前後で起こ

るものと考えられる。尚乙の時期lζは採集された小型魚

の割合(第3図，体長組成)が最も 多く 、シラスの出現

時期 とも一致している。

産卵期Kついては、卵巣重量の季節的変化からみると、初夏を中心とした季節lζ完熟魚が出現している。小

型魚の出現割合及びシラスの採集状態から勘案すると 、 東北海区iζおける本種の産卵期は春から夏へかけて相

当長期間に亘るものと推定される。併し乙の時期の完熟魚は採集数が非常iζ少ないので、今後より多 くの標本

について検討しなければならない。尚 ζのことは産卵する ような完熟魚は夜間海面に浮上して活動する ζ とが

少な く、従って稚魚網では採集されない為か も知れない。 FI58年 5月の完熟魚 1尾はサ ンマ刺網で採捕した

ものであった。成熟魚lとおけるl峰雄分離の状態と共K産卵生態上特異な点と考えられる。 又秋季成熟途上にあ

第4表 Myctophidae稚仔の採集表

(1 956~1960 年)

月 出現回数 採集尾数

4
5
6
7
8
9
0
1
 

1

1

 

6
5
7
2
0
 

1
1
1
 

。ム
Q
U
FO
q
υ
n
O

1
A

Q
U
の
A
T
A

no 

6 
8 

52 
39 

る大型魚と春・ 夏季の大型魚の関係 も究明されなければならない。

要 約

1949年から 1960年の期間、表層曳稚魚網 (5分間曳網)によって採集されたススキハダカ約 3，500尾I乙

ついて考察した。

1) 本海区で採集されたハダカイワシ科魚類の中で本種はアラハダカ Myctophumasperumと共l乙最も多

く採集される種類である。採集率から考えると 11月K最も多く出現する。

2) 5月から 7月の時期には常磐水域で、 8月には三陸沖合、 q月には殆んど採集されず、 10月にも三

陸沖合全体I乙広く分布しているが、 11月Kなると常磐近海の黒潮前線湖境で最も 多く採集される。

3) 採集率 10% 以上の多獲水温は 170~21oC台である。 ζれは初夏の侠は 190C，盛夏には 210C と上

昇するが、秋季Kは再び低い 170 ・180C の水帯で多く 採集される。

4) 体長組成は春夏季は 15mm台の小型訴が主体で、中 ・大型魚は少いが、秋になるとモード 45mm台の

中型群が主体となる。

5) 卵巣重量 100mg前後で熟卵をもら初め、300mg以上では完熟卵巣となる。 乙のときの体長は 65mm

前後であるが、完熟卵巣の見られるのは体長 70mm以上と思われる。

6) 完熟卵巣で卵径 0.3mm以上の有効熟卵数は 8，000借l前後である。
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