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東北水研研究報告

第 19号

Mar. 1961 

東北海区にふ、ける稚魚の研究※

1.マサ パ PneumatoPhorusjaponicus (HOUTTUYN) 

達 繁

STUDY ON THE LARVAE OF THE FISHES IN THE NORTH-EASTERN 

SEA AREA ALONG THE PACIFIC COAST OF JAPAN 

Part 1. Mackerel， PneumatoPhorus japonicus (HOUTTUYN) 

By 

Shigeru ODATE 

This report is considerecl with the eggs and larvae of the mackerel pneu隅 atoPhor叫SJaponic叫S

(HOUTTUYN)， col1ected with th巴 larvanet in the North-eastern Sea Area along the Paci五cCoast of 

Japan. The n巴twas strainecl for fi ve minut巴sso that it might filter the surfacial sea wateL 

1) The eggs ancl larvae of mackerel was founcl cluring between April ancl August and the 

largest number of them occurecl in May 

2) Th巴 central area of their distribution was the southern part of this region (Joban 0貸

shor巴)which is about 200 miles from the coast. 

3) The largest col1ecting ratio (number of hauls of caught larvae or eggs against the total 

hauls) and mean individuals per haul were found to have their largest number in May， the water 

temperature then was 170C on larvae and 180C on eggs. Thenceforth the temperature at which the 

larvae and eggs were collected increased up to 210C in summer. 

4) In the body-length frequency the main part of the larvae captured were within less than 

10 mm， the comparative large group from 15 to 25 mm， however， might be caught in June. It se巴ms

that the larger group make their appearance on the surface of the water at night. 

5) The ovarian eggs have the value of the mode of 0.6 mm  in the egg-diameter frequency， 

these groups may be assumed to be matured 

It may wel1 be considered that the mackerel spawn in th巴 southernarea of this region in early 

summer 

サパ類は我国漁業の中でも 重要魚種の一つであって、近年その漁獲量の増大と共に資源研究の上でも目ぎま

しい発展が見られている。併しサパ類は 日本沿岸至ると ζ ろの水域1ζ広く分布しているので、 部分的には未知

の分野も 多く 、 ζれが研究の発展を妨げている場合も 多い。東北水研では毎年実施している 表層性生物調査

(稚魚網口径1.3m，長さ 4.5m，5分間曳網)の採集物申に、サパ類の卵 ・稚仔が時期ILよっては多量lζ出現

し、東北海区の近海から沖合へかけての水域も ζれら稚仔の重要な生育場と 認められる ζ とが判ったので、 そ

の結果Kついての考察を報告する。

※東北海区水産研究所業績第 171号
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東北海区における稚魚の研究 (1)

此の調査には本水研資源、部の諸氏が参加され、 又献身的IL協力された調査船並びに 各県指導船乗組員、関係

者各伎の労苦に併せて深く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九州大学名誉教授内田恵太郎博士i乙深く感謝する。 又御校関を戴

いた本水研所長木村喜之助博士と資源部長山村弥六郎博士並ぴ!r.堀田秀之博士lζ厚く 御礼申し上げる。

I 東北海区の 漁撞量

我国サベ類の経年変動をみると、近年急速に増大している(第 1図)。即ち大正年代は年漁獲量 5万 トン前

後であったものが、昭和初期には 7~8 万 ト ン 、 昭和 10 年代には 12~13 万トンに達し、最近 7 年閣の

(1952~1958 年)平均漁獲量は 26 万 トン台に達し ている。
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第 1図 サパ類漁獲量の経年変動

第 2 図 サパ類海区別平均漁獲量 ( 1952~1 958年)

ril平均漁獲量 口 平均比率

10 

東北海区には太平洋北区と北海道区が含まれる

これらの漁場分布を農林漁獲統計についてみると (第 2図)、日本海の西部から東支那海へかけての 水域

と、干葉から紀州へかけての東海水域の二つの海区が主漁場で、 両者で 全国漁獲量の約 70%が漁獲され、

1958年の統計では東支那海区 1/3，東海区 1/3，その他 1/3という比率になっている。此の中、東北海区

(北海道から茨城県K至る太平洋岸)は、 1953年以降の統計では多い年 (1956年)で全国漁獲量の19%，少

ない年 (1953年)で 6.5%，平均して 1196、 約 3万トン前後が漁獲されている。 そして ζの大部分が八戸

沖の漁場で(最近では冬期茨城県近海が増大している)、青森県に陸揚げされており、これ以外の漁獲は主とし

て沿岸定置網によるも のである。

11 種族

日本近海で漁獲されるサパの中fr.は 7 サパ(ホンサパ ・ヒラサパ) Pneumatophorus juponicusとゴマサパ

(マルサパ)Pneumatophorus tapeinocephalusがあって、近年の研究によると両者は夫々独立したポピュレ ー

ション として取扱うべきである ζ とが明らかになって来た。 従って資源研究の上では両者を明確に区別するこ

とが必要であるが、生物学的にみるとこれらの区別は不明確な場合もあり、 成魚でも外見上斑紋だけから識別

( 99 ) 
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第 1表 マサパ稚仔第 1背鰭J/iiI(数と背部担鰭骨数
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(附年 5月 採集
フ ォ ー ク長 20.4~37 . 7mm

し得ない個体も 多く存在する。前掲の農林統計ではマサパとゴ7 サパの区別がないので、 両者の変動経過につ

いて詳しく知る乙とが出来ない。

今回採集された稚仔については、 Klothierの方法Il.よって染色し、村上・早野 (1956) 及び阿部・高島

(1958) 等が提唱した方法Il.従って一部標本を観察した。

RPち第 1表は ζれらの計測結果を示すが、先ず第 l背鰭線 (1stDorsal spine)数と背部担鱗骨 (Inter' 

neural spine) 数との関係で、両方とも数の少い方Il.分布するのがマサパ、 多い方がゴマサパである。大体に

おいて外部から認識される第 1背鰭赦数だけでは明瞭ではないが、担鰭骨数ではかなり分布の範囲が異る。 RP

ちマサパでは第 l 背鰭紋数は 10 個以下 (9~10 個)が多く、担鱒骨数の分布のモードは 14 個であるのに対

し 、 ゴマサパでは1l~12 個、 モードは 20 個附近にある。又第 4 と第 5 脊椎骨の聞にある神経放間骨の数

がマサパでは 1本ゴマサパ 2本とされるが、第 1表l乙示した標本では全て 1本で、脊椎骨数は 311固であ

った。これより小型の稚仔(略々全長 20mm以下)では内部骨絡の化骨が不完全で、染色し難い為正確な同定

は困難であるが、より小さいものでは庇門部より後方1ζ存在する黒点数等が識別の基準とされる(矢部 1953)。

ζれらの諸点、を観察し、又稚仔の出現時期を考慮して、此の海区で今までに採集された標本はマサパ稚仔で

あると同定して論議を進めることと した。

III 分布

評集数 東北海区で稚魚網Kよって採集された会稚魚は数十種に及んでいるが、 此の中でマサパ稚仔は採集

数も相当多く 、第 3図に示した 1959年の例ではカタクチイワシl乙次いで数多く採集きれた種類で、ある。 第 2

表H::'年別採集数を示した。 1958年以降は、春 ・夏季分布の中心である常磐水域で細密な調査が行れたので採

集数も増加している。

第 2表 マサパ 稚 仔 採集表

一~ 出現 期間

1960年 421 I 52 1，362 I 26.2 I 4 月~7 月
ï959/~ I 542 78! "886 I i1:4 .5月 ~8 月
195811 347 86 851 9.9 5 月~ 8 月
195711 109 28 85 3.0 7月・ 8月
195611 227 22 61 2.8 7月 ・8月
195511 98 1 10 - 6 月~ 8 月
195411 160 2 2 1.0 4 月~ 8 月
195311 344 6 43 7.2 5 月 ~ 8 月
195211 286 5 I 61 12.2 5 月 ~ 8 月

註 - 曳網数は 4 月~ 8 月
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東北海区における稚魚の研究 (1)
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第 3図 稚魚網で採集される主な魚種 (1959年 5 月 ~ll月)

1 カタクチイ ワシ Engrauris japonicus (HOUTTUYN) 
2 "7サパ Pneumatophorusjaponicus (HOUTTUYN) 
3 アラハダヵ Myctophumasperum RICHARDSON 
4 サ ンマ Cololabissaira BREVOORT 

5 ハダカイ ワシ科 仔魚、 Myctophidaelarvae 
6 "7イワ シ Sardinopsmelanostは a(TEMMINCK et SCHLEGEL) 

7 ススキ ハダカ Myctophumaf五ne(LUTKEN) 
8 "7アジ Trachurusjaponicus (TEMMINCK et SCHLEGEL) 

9 アイナメ科 Hexagrammidae
10 ベラ科 Labridae
11 プ リ Seriolaquinqueradiata TEMMINCl王 etSCHLEGEL 

12 メパル 属 SebastesCUVIER 

13 エボシダイ科 Nomeidae
14 ナ ガハ ダヵ Myctophumcaliforniense (EIGEMANN et EIGEMANN) 

15 トピ ウオ科 Exocoetidae
16 タカベ Labracoglossaargentiventris PETERS 

.，0・ マサパ稚仔が採集された回数の中、1網 10尾以下の

場合は全採集回数の 78%ぞ占め、大体I乙於いて数尾程

度採集きれる場合が多い。併し全採集尾数の中で占める

割合は逆で、 10尾以上が 81%，10尾以下は 19% に

過ぎない。即ち稚仔の分布状態は或場所では密集してい

るが、他の場所では分散的であるといえる。

季節約分布 調査は 4月から 11月まで行われている

が、マサパ稚仔は既lζ4月から出現し、 5月l乙最も多

い。併し その後は減少し 9月以降は殆んど採集されない

(第 4 図)。曳網回数は 8月lζ最 も多いのであるから、

採集回数との比、即ち採集率は激減することになる。 1

網当り平均採集尾数でも 5月が27.5尾で最も多く、 6月

12.9 尾、 7 月 ・ 8 月になる と 3~4 尾 と非常K少な く な

る。従って前述の密集して採集された場合は 5月又は 6

( 101 ) 
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第 4図 マサパ稚仔採集数の季節的変化
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第 5図 マサパ稚仔の月別分布(l952~1960 年)

月であって、 7月・ 8月は数尾程度採集されるにすぎない。

地理的分布 さて ζれらの稚仔がどの様な水域K分布しているかを第 5図についてみると、 採集数の多い

5 月と 6 月は東北海区南部近海で、常磐沖合 50~200 湿の水域に密集している。 7 月には分散的で広範囲に分

布しているが、中心は粉々北l乙移り、 三陸北部近海が比較的多い。 8月になると更に疎と なっている。 ζの図

で金華山附近i乙密集して分布しているのは 1959年 8月この点で連続曳網した為である。曳網点の分布からみ

ると一般に東経 1450 以東の沖合水域では少なく、又採集点も少ない、夏期 ζの水域には、稚魚網で採集され

るような小型稚魚は極めて少ないものと考えられる 7月 8月三陸北部沖合及ぴ北海道太平洋岸の近海から沖

へかけての水域では、曳網数が多いにも拘わらず殆んど採集されていない。

採集水温 次t乙乙れらの稚仔の分布水温(採集時の表面水温)と採集数との関係を第 6図に示す。即ち水温

( 102) 



東北海区における稚魚、の研究 (t)
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第 6 図 水温別採集率 (1957~1960年)

-・-採集率 :採集回数/曳網数 x100 

-ー×ーー曳網数 IOC階級百分率

尾 川

soj May 

平

均

価

体

数 回| June I八ι
20

1Jul y I _，..__.パい
201.. Aug. J 

10 15 ?O 円 .r

第 7図 水温別平均採集尾護士 ( 1 957~1960年)

lOC階級毎の曳網回数とその水温内のマサパ稚仔の採集回数との比をとって図示した。 ζれによると稚仔の採

集された水混範囲は 12~260C 台までの広水温域iζ及んでいるが、 各月で採集率の高い水温は

5月 13~160C が高率

6 月 17~200C

7月 170Cが最高で漸次減少

8月 20~240C (乙梢々 多い

となり、月の進むIζ従って分布の中心が水温の高い方へ移行している。 又各水温の 1網当り平均採集尾数で

は (第 7図)、5月IL170C 台で最高を示し 、 6 月は 17~190C IL多いが、7月には 200C，8月lζは 230C

l己中心がある。何れにしても採集率も採集尾数も月の進むに従って高い水温で多くなっている ζ とが判る。

5 月 ・ 6 月稚仔採集率の高い 17~190C の水温帯は分布水域(第 5 図， 5月.6月)から予想される様に、丁度

此の時期に発達する黒潮前線の潮境i乙当り、他の漂流期の稚魚と同様、此の水域では絶えす.拡散或いは 渦流に

よる収欽が起こっているものと考えられる。

休長組成 採集された稚仔は吻端より尾柄肉質部末端 (ζの部分は稚仔で、は体軸iζ直角lζ色素が線状iζ並ん

で、かなり明瞭lζ識別される)までを測定し、体長組成は 5mm階級毎に集計した。尚乙の体長 (Body-length

BL)と全長 (Total-lengthTL)及び尾又長 (Fork-lengthFL) との関係式は炊の通りである。

TL=1.l47BL+ 0.369 

FL=L096BL+ 0_731 (mm) 

ζれら稚仔は1際化直後と思われる体長 3mm 前後のものか ら最大 66mm (1959年 7月 9日 N380-40'，

E1420-34' ，水温 17.40C)のものまであった。月別の休長組成を第 8図K示す。各月とも 10mm前後の小型

仔魚が大部分であるが、 6 月 1<:: は 15~25mm の梢々成長の進んだ稚魚のクソレー プが見られる。 7 月には更に

大型の 50mm 前後の も のが若干採捕されている。何れにしても表層性稚魚網では 15~20mm 以上の も のの採

集数は非常に少なくなる。

大型稚魚が多く採集された 6月について昼 ・夜間の体長組成を図示すると(第 9図)、 主体は何れも 10mm

( 103 ) 
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第 9図昼夜による体長組成の差

(6月)

以下の仔魚であるが夜間は 15~25mm の大型仔魚が非

常に多 く採集され約 40%を占めている。昼間には ζれ

ら大型仔魚は全く採集されていない。又採集尾数では

夜間は昼間の約 3倍以上採集されている (1952年以降

全採集数でも同じだっfこ)。 従ってマサパ稚仔も表層曳

の稚魚網調査の結果では昼夜によって若干の上下活動をする ζとが認められる。尚筆者は 5月l乙夜間灯火lζ集

ったマサパ幼魚を淘屋崎近海で、採集したが、この時の体長は 52.0~90.0mm であって、稚魚網では採集され難

い大型グループが瀞泳している ζ とが推定される。

更に経度による体長組成を比較してみると(第 10図)近海から沖合まで何れも 10mm以下の仔魚が最も

多いが、東経 1420 より岸寄りの泊岸水域と東経 144。度より沖合水域では 20mm前後の大型仔魚のグルー

プが認められる。又沖合群では 5mm以下の小型仔魚が比較的少ない。この ζ とは此の水域の海況から考え

て、沖合のものは黒潮前線!C運ばれる沖合漂流群とも称

すべきグループで、沿岸水域のものは反流域!c収飲され

20 

E. l43-144 

沖合

B 

近海

第 10図 経度による体長組成の差 (5月・ 6月)

る沿岸グループと言えよう。

Sette (1943) によればアメリカの Atlanticmackerel 

(Scomher scombrus) では 、 9~llmm の稚魚期の死亡

率 larvalmortalityは 90%以上K達すると言われる。
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第 11図 採集水温と卵数の関係 (1957~1960年)
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東北海区における稚魚の研究 (1)
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第 12 図 卵の分布 (1957~1960年)

( 1網 10個以上の点)

.。

従ってこの危機時代 Criticalperiodを経過した稚魚は補充群として重要な役割を果す ものと考えられる。 此

の調査の沿岸グループは夏季内湾等lζ接岸する小サパに迎なるものと予想されるが、沖合漂流訴が どの様な経

過をたどるか今のと乙ろ明らかで‘ない。

IV 卵の分 布

サパ卵は典型的な分続性浮滋卵で、 神谷 (1916) によれば卵径 0.93~1.29mm で，直径 O.21~0.28mm の 1

個の油球をもっている。本調査で採集された卵の大きさは 0.05mm 階級の卵径組成をとる と、 卵径範囲は

0.95~1.15mm， モー ド1.05mm 台、 油球径 0.20~0.35mm，モード 0.25mm 台で、あった。何れも放卵後聞 も

( J 05 ) 
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第3表 卵の月別平均個体数

月 採集回数 総 数 平均卵数

5本 16 22，869 1，432 
6 41 7，700 187 
7 38 3，499 92 
8 30 2，882 96 

* 4月末の 2点を含む

繁

ないと推定される stage のものが多く、発生段階の進

んだものは比較的少なかった。

ζれら卵が 1網当り 10個以上採集された場合だけに

ついて集計してみると(第 3表)、総卵数及び l網当り

平均卵数でも 5月が最高で、、以後減少し、 7月・ 8月

には非常に少ない。又同じ資料について採集時の表面水

温と卵数の百分率を図示すると(第 11図)、分布の峯

は 5月 180C，6月 190C，7月 200C，8月 210C 台で 1ヶ月 K lOC づ 』上昇している。 これは前述の稚仔

の出現傾向と殆んど一致しているが、全体的にみた場合、やはり稚仔と同様、5月 180C 台のと ζ ろで最も多

く卵が採・集されている。

分布の水域も略々稚仔の場合と同燥で(第 12 図)、 5月は常磐近海南部、 6月には稿、々中心が北へ移り、

何れも距岸約 200浬以内の水域である。 7月に

は常磐水域全体lζ 分散し、 一部は三陸北部の由主

崎近海K出現する。更lζ8月になると南部では

殆んどな く、 分散的ではあるが三陸北部沖合略

々 200浬以内lζ分布がみられる。

V 成魚の卵巣卵

常磐より以北の東北海区では外洋において熟

卵をもっ様な大型サパを漁獲する漁場は形成き

れないのが普通である。春 ・夏季沿岸定置網の

漁獲物は福島水試によれば (1955)，24cm台にモ

ードをもっ中型サパが主体で、春季東海水域で漁

獲される様な 30cm以上の大型群は極めて少 な

い。ところが 1959年 5月 筆 者 が サ ン マ 調 査

(茨城水試平和茨城丸)の際、塩屋崎~:11で漁獲し

た大型サパは相当成熟が進んで居 り(第4表，第

;ム
Ow: 12.lg 

40 
16.8 

20 

同[ い~- " 

」へ
37.7 

第 13図 卵巣卵の卵径組成

(1959年5月 31 日 r，~I.獲， Ow: 卵巣重量平均値)

第 4表 成魚の卵巣卵計測表

1959年 5月 31EI， {N 36。ω57'¥19.60C 
¥E 1420-30' }サパ棒受網

号呑本標
体重

g 

卵巣重盆

g 

0.5mm以上大型卵数

イ1m

1 37.2 630.0 53.9 457，072 
2 33.9 460.0 48.1 354，016 
3 34.6 500.0 38.1 239，260 
4 34.0 540.0 34.1 219，600 
5 32.8 420.0 34.0 194，480 
6 34.6 500.0 32.2 206，724 
7 32.8 450.0 30.5 195，810 
8 33.6 490.0 30.1 180，600 
9 3l.6 380.0 20.0 196，000 
10 34.3 500.0 12.1 25，652 
11 33.8 420.0 10.5 59，220 
12 32.6 400.0 9.9 52，272 

体長

F L cm 
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東北海区における稚魚の研究 (1)

13図)、 此の水域にも産卵群が回治していることが確められた。 漁獲物の体長は 30~37cm ， 平均卵巣重量

39.9gであった。乙の群の卵巣卵の卵径組成を卵巣重量の大きさの順i乙配列して第 13図lζ示す。卵巣重量 10g

前後では未熟であるが、 2(lg近くなると卵径 0.6mm台Iζ大型卵団が現れてくる。 30g台になると 0.6mm

台のモー ドは明瞭な成熟卵団を形成する。放出卵の大きさは略々 0.90~ 1.20mm 位であるから、卵径組成及び

卵巣重量からみても、産卵と密接な関係をもつものと考えられる。但し 10g前後の小型卵巣が卵放出後のも

のであるかどうかは不明であった。

又 0.5mm以上の大型卵酔の卵数は重量?去によって計測した結果、第 4表K示されている様lζ約 26，000か

ら460，000個と推定された。結局、成熟卵をもっ成魚の漁獲、天然卵の採集又は発生直後とみられる稚仔の出

現からみて東北海区の主として南部近海(常磐沖)で初夏の候マサパが産卵するものと認められる。

考 察

東北海区におけるサパの産卵についての知識は極めて少いので、従来この水域が日本近海サパ資源の補給場

としてどの程度重要性をもつものか明らかでなかった。

対馬暖流調査報告書 (1958) ILよれば、成熟卵をもっ個体は l才群で 45%，2才 72%，3~4 才 95% と

され、 2 才魚では卵巣重量 20g 以上、 3~4 才では 30g 以上で成熟卵をもっ個体は、 全てその年の産卵i乙参加

するといわれる。各年令群とも卵巣重量は春先から急速に増大して、 5月・ 6月lとは最大となり、 以後減少

して 8 月には成熟群はみられなくなると言う。又、 フォーク長 30~35cm のサパでは、 卵巣重量 40~100g

で、 60g前後が多く 、生物学的最小形は 25.7又は 27.5cmといわれる。 ζれからみれば本報告で述べた成魚

は産卵爵又はそれK非常lζ近い群とみる乙とができる。

河谷 (1916) は舘山湾におけるサパ卵の出現期は 4 月 ~7 月までであると述べ、東京都水試の調査 (1952 ，

1955) では大島近海のマサパの生殖腺重量は 4月l己最高をヌし、以後減少するが、年によっては熟卵をも ら乍

ら産卵せずに通過(北上)する群があ るという。何れにしても我が国重要漁場の一つである東海水域では春先か

ら初夏へかけて産卵が行われることは明らかであり、乙れに隣接した東北海区南部で、 ζの時期又はそれに引続

いて産卵が行われるものと考えられる。本調査では 4月の曳網が極めて少なかったが、恐らく 4月にも卵・

椎仔は相当採集されるものと推定される。東北海区で産卵群は一部採捕することができたが、 福島県以北の水

域では秋季八戸沖のサパを除いて、 30cm以上の大型魚が漁獲されていない。高野等 (1955) によれば、三陸

北部近海のサバは魚体及び成熟状態からみて東海区の春産卵爵とは異るものと推定しているが、 同調査で “ち

ば丸"は 35.0cm，42.0gの成熟魚を漁獲しており(千葉水試 1951)、川上氏(ちぱ丸漁携長)談によれば、

此の海区の大型サパは年によって 8月初旬まで熟卵をもっているが、 その後は小きくなるという。 ζのζ と

は三陸北部水域における 7月・ 8月の卵・稚仔の出現と一致している。何れにしても東北海区iとおける産卵群

の行動は今のと ζ ろ明確ではない。

きて東北海区南部水域では、初夏の候黒潮勢)Jの北上が盛んであって、 卵・稚仔は当然産卵場所より北へ漂

流する ζと、又黒潮前線の流路から考えて沖合へ拡散する乙とが予想される。発生実験の結果 (神谷1916)で

は、平均水温 19.50Cにおいて栂化までに約 2 昼夜を要し 、 1際化仔は 2.7~3.0mmと云われる。 1際化日数は比

較的短いので、本調査で採集された卵及ぴ大部分を占める小型仔魚がそれ程遠 くから運ばれて来たとは考えら

れない。 又東北海区北部に於いては津蔽海峡西部の日本海産卵欝に由来する稚仔の流入も考えられる。併し金

華山以北における卵・稚仔の分布密度は金華山以南の常磐水域における程密でなく、 又出現時期のずれもある

ので、それ程大きい影響を及ぼしているとは考えられない。

表層曳稚魚網採集による標本では、昼夜による採集数或いは体長組成に差がある乙とが各種魚類で認められ

ている。サンマでは成長と共i乙瀞泳能1Jの増大l乙伴う網の回避及び昼夜による深浅活動等の生態的変化が、

成体型 (aclultform) を完成する形態的変化の時期と一致する ζとが報告されている(小遥 1958)。サパで‘

は後期仔魚期 post-larvalstageの後半、各絡の完成する時期 (全長 30~50mm) fζ 生態的変化を起ζすも
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のといわれる。今回の調査でも大型稚魚は殆んど採集きれなかったが、夜間灯火で集めタモ網で採捕したもの

は (5 月塩屋崎沖)体長 52.0~90.0mm のものがあり、稚魚網で採集され難い大型稚魚が波泳している ζ とが
推定きれる。

又サパの産卵は一般に沿岸水域(大陸柵附近まで)で行われると言われるが、既lζ報告したカタクチイワシ

の場合(小達 1957) と同様、東北海区ではかなり沖合水域まで分布している。 ζのζ とは此の水域における

海況の特殊性に影響きれる 乙とが大きいが、沖合性のζれら稚魚がサパ、カタクテイワ シ等の所謂理主捧資源と

どの様な関係にあるか、 今後研究すべき重要な事と思われる。

ゴマサノTとの関連について明らかにすることは出来なかったが、回ノ上等 (1960)は大島近海でゴマサパの

産卵期は 3~5 月と報告しているので、 ζれらの稚仔が東北海区南部水域へ流入する ζ とが予想される。併し

本調査ではその稚仔は識別し得なかった。

摘 要

東北海区において表層曳稚魚網 (5分間曳網)で採集されたマサパの卵 ・稚仔及び棒受網で漁獲した成魚の

卵巣等について考察した。

1. 東北海区におけるマサパ卵 ・ 稚仔の出現期は 4 月~8 月までで、 5 月に最も多く採集された。

2. 分布の中心は 5月・ 6月本海区の南部近海(常磐沖合)で、金華山以南の約 200浬以西水域である。

3 採集率及び平均個体数について最も多く採集された水温は、稚仔では 5月 170C，卵では同月 180C で

あったがその後採集水温は高い方へ移行する。

4. 表層曳稚魚網で採集される稚仔の体長は 10mm以下が主体であるが、 15~25mm の大型稚仔も沿岸と

沖合の水域で採集合れる。

5. 30cm以上の大型魚の卵巣卵ではモード 0.6mmの成熟卵団が認められる。常磐水域では 5月を中心lζ

サパの産卵が行われるものと考えられる。
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