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東北水研研究報告

第 23号

June， 1963 

東北海区に於けるサンマ資源の

数量変動に関する研究*

第 2報 卵の性状を基にした発生水域の推定

堀田秀之・福島信

FLUCTUATION IN THE ABUNDANCE OF  SAURY O N  

THE NORTHEASTERN SEA OF  JAPAN (11) 

By 

Hideyuki HOTTA and Sin-ichi FUKUSHIMA 

This paper discusses the area of the spawning ground of saury， Cololabis saira， based on 
th巴巴ffectof temperature on the hatching and the values of Q1Q and μ. 

lt is well known that the time of hatching was increas巴dby low， and decreased by high 

temperatur巴 ofincubation in teleost embryos. During the experiments， five tanks were used with 

temperature set at 50C， lOoC， 150C， 20oC， and 250C. The time of 50 per cent hatching was used 
as the criteria of development. The hatching period ranged from 8 days at 250C to 33 days at lOoC. 

The relationships between temperature and the time to 50% hatching is shown in Tabl巴 2and Fig. 

I 

The biological zero temperature has been calculated as 5.50C for hatching. 

The optimum temperature ranges of development of saury has been considered as 140-20oC 

following the values of temperature coefficient Q1Q (Van't Hoff rule) and of temperature charact巴nst-

lCμ. (Arrhenius.Crozier rule) ， and then the distribution of spawning ground in each season may 

be inferred as such from the range of optimum temp巴ratureas shown in Fig. 4 

The biological difference has been shown by the otolith and the scale patt巴rnsor counts of 

vertebral number in a previous report， b巴tweenthe larger sized group and the midlle sized group 

in commercial catch saury， and it seems probable that at larger group at autumn spawning in sea takes 

mainly drifting matters on and around boundary lines (oceanic front) offshore， and middle group 
at spring spawning takes mainly the coastal sea-weeds. 

環境の変動が資源の数量変動に及ぼす間接的な効果として、産卵習性，雅仔の成育等、親魚の繁凋力とその子

孫への影響が考えられ、 その結果稚仔発生量の多寡として、 個体数変動に関与することが一般的に云われてい

る。また環境の内特に水温が魚類の発生速度に与えている影響は極めて大きく 、魚卵の発生速度と水温との関係

については従来から数多くの報告がある。

本報告はサンマ卵の性状特にそれが種々の温度条件下における発生速度ーから、その発生最適温範囲を求め、之

れに基いてサンマの産卵場について考察を行ったものである。

本研究の袈'用の l部は特別研究費「漁況予報の為のサンマの発生・幼魚の回併に関する研究」に拠ったもの

である。

*東北海区水産研究所業績第 207号
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堀田秀之 ・福島信一

サンマは海面上の浮激物ならば、なんでも産卵対象物として利用していることは衆知のことで、これらの浮海

産卵対象物として一番多く目に触れるものは流れ藻である。 サンマ卯の解化 ・飼育の目的で、 なるべく多量の

卵が附着している流れ藻から、藻と一緒に卵を採集し、タイガージャー魔法瓶(直径 30cm，高さ 33cm)及び

ビニーJレ布製で絶縁体として柔軟性の合成樹脂を用いたクーラー (20X20X32cm)に入れ、容器内の温度の上

昇によるムレを防ぐ為に、ビ、ニール袋にこぶし大の氷塊を藻の間に入れて陸上輸送を行った。

一方、調査船に四斗檎や木製又はビニーノレ製の水槽を設置し、これに卵の附着した流れ藻を入れて海水ポンプ。

により常時海水を流しこんだ海上輸送も行った。

これらの輸送試験の結果は第 1表に示す様に、水中から取り出して密閉した容器に収容した場合、 18時間前

第 1表 サンマ卵の輸送成績

採 集 輸 送 日降 イじ

所 |年 月 日
試験地

所要時間 | 日 |鮮化率場 輸 送 方 法 月

北佐海渡道 瀬尖閣湾棚外
6-24， '55 

塩八 釜戸
18h-31m 陸よ Iタイガージャー 6-26-28 90% % 

6-21， '60 55 -30 クーラー 6-29-30 10 

三津 軽陸 近海 峡海
6-29， '55 八 戸 15 -00 

上海 I北東北水大研北第 1星1品丸丸水水槽槽 7-8 95% % 
7-14， '57 八 戸 10 -00 7-17-24 97 

後ではその鮮化率に及ぼす影響は少ない様である。* しかし 50余時間のものは、採集時から容器に収容するま

での処理に若干検討を要する点があったけれども、香しい成績ではなかった。又常時換7)<し乍らの海上輸送の場

合には問題なく好成績であった。従って東北海区で比較的入手し易い春季、流れ藻に附着したサンマ卵を、東北

水研所属調査船 わかたか丸 (85屯〉により船上に設けた水槽・に収容して換水し乍ら輸送したものを実験に供

した。

発生速度に及{ます水温の影響

昭和 37年 6月 21日， 7月 25日の 2固に亘って採集 ・輸送された供試卵は、直ちに海藻を除去し、卵の

附着糸を切って個々に分間住後、 検鋭によって活卵のみを撰別し、 更に採集時の水温と卵内の発生状態から、

YUSA ('54， '60)の報告に基いて、その受精後経過時間(日数〉が推定された。供試卵は 300ccのビーカーに

松島湾口及び三陸近海で採った海水を滅過したもの〔比重 σ1518.55-25.22)を約 200cc盛った中に収容され、

当所増殖部にある恒温実験水槽中に設置した料。実~)<温は
第 2表 平均水温と日閉じ所要日数との関係

5， 10， 15， 20， 250Cの 5段階で、実験水槽に容器を設置

する場合、温度の急変をさける為に、採集時水温に最も近い飼育
平均水温

。C

50% 鮮化
所要日数

(日〉
水槽から始め、徐々に上下の水温槽に移した。この様に設置

された容器中に通気を行い、 大体毎日 1回換水を行った。

各ビーカーの供試卵数は 30-50個で、その半数が鮮化した

日を目安として解仕立好要日数と定めた。

なお使用海水の比重の範囲内では鮮化に及ぼす影響は認め

られなかった。

各実験温度における解化までに要した日数は第 2表に示

し、 この両者の関係を図示すると第 1図を得る。一般に魚

* 卵内発生が進み任体が藍青色になっているものは輸送途中に屡々併出して成績不良となるから、出来る丈け
早期のものであることが望ましい。

**本実験に際し当所増殖部の秋山和夫・菅野尚両技官より色々と使宜と助言をいただいた、厚くお礼を申し述
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第 2図 解化当初後頭部白色の

サンマ稚仔

? の T:; 20 25‘し(水温)

第 1図 飼育平均水混と燃化所要日数の関係

. 6月 21日 '62 採集分

0 7月 25日 '62 採集分

卵の鮮化日数とr!it度との関係は温度の高い程日数が短いのが普通で、この実験では 250Cの場合8日，lQoCの

場合 33日を要し、 温度の上昇に伴う解化日数の短縮は低温部程顕著で、高温部程ゆるやかとなり 、解化日数と

温度との関係は直線的でない。

~字化当時のサンマの稚仔の体色は、 背部は藍緑色~淡青色、腹部は銀白色~青白色で、 活1援に瀞泳し、卵黄は

殆ど吸収されて短めて小さい。当時の稚仔の後頭部は第 2図に示す様に白色を呈しているが、多くは数時間内

に消失するが時に 2日-3日に亘ってみられる場合もある。 この原因については明らかでないが、 この後頭部

の白い稚仔を麻酔，固定の段階では体色と同じ様に藍青色になってしまう。

生物学的 零 度の推 定

発育率の様に温度の降下に伴って減少し、J!)(;る点以下では発生が進行しない。又一方理論的極限水温で発育率

は最も大きくなる。この或る点を生物学的零度 biologicalzero t巴mperatllre又は thresholdtemp巴ratllre と呼

ばれ、J!)(;る与えられた発育度に達するまでの必要な熱量を推定したり、異なった水温で発育した時の所要 日数の

計算に用いられている (BLAXTER'56)。この生物学的零度の推定を BLAXTERに倣って行うと次の様になる。

即ち第 1図の曲線は次式で表わされる。

(T-To) (D-Do)=K 又は T=To+-Ji-
V'  D-Do 

D . 温度 T における或る発育段階に達するまでの所要日数

K ......常数

To・・ ・生物学的零度

Do ・0 ・極限水温における所要日数で理論的な値

この To'Doの推定には先づ第 2表の資料に基いて、Tf乙対して 1fD，また D に対して 1fT の関係を図示

して、その際得られる曲線を延長して To，Doの概略の個 Tx，Dxを推定する。 次にこの告知l各値を用いて T

Iこ対して 1fD一Dx，Dに対して 1fT-Txの関係を夫々図示すると、両者の関係は夫々直線となる。 これら
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第 3図 鮮化速度に及ぼす温度の影響と生物学的零度

. 6月 21日 '62 採集分

07月 25日 '62 採集分

の直線の図版方程式から To，D。が計算出来る。こうして得られた To，D。の値を用いて、第 2表の実験結果

に基いて T に対する l/D-D。の図版直線を画くと第 3図が得られる。この直線の傾斜から常数 K が推定さ

れ、サンマの場合、上記方程式は次式で示される。

(T-5.5) (D-l)=143.0 

RPち生物学的零度は 5.50C と計算された。事実実験恒温水槽 50Cに設置したものは、 12週間後には全部死

滅してしまったので、ほぼこの推定値は妥当と考えられる。

温度係数 (QI0)，温度特性 (ρ〉からみた発生最適範囲の推定

体内で行われる生理的化学反応の速度と温度との関係については、 一般に VAN'THOFFの Ql0の法則が知

られている。 この Q'0を温度係数 temperature coefficientと呼び、 温度がlQOC上昇する毎に化学反応が 2

倍~3 倍となるという化学反応上の増加率であるが、各種の生物学的反応速度に応用されている。しかしこの

も。の値は温度変化の範囲によ って異なり、低温程大きく、高温程小さくなり一定でない不便がある。この温度

係数 Q'0は次式で計算される。

Q'0 = (~1 i t1ー t2 又は logQ'0=J:o(logK1-1ogK2) ¥ Kz) A''''' Wd  ~1 0 (t，-t2) 

10 

K1 は温度 t10Cにおける速度

K2 は温度 t20Cにおける速度

魚卵の発生速度の Ql0 の値は 2~5 の場合が多いといわれている(山本 '44)。

ARRHENIUSは化学反応速度と温度の関係を化学反応のみならず、生活現象に適用し、 CROZIERによって広

く生活現象に適用された ARRHENIUS"CROZIERの μの法則がある。この μは温度特性又は温度恒性 tempe"

rature charact巴risticと呼ばれ、一定の温度範囲では一定の μの値が得られ、更に多くの生活現象の内、 類似

した現象の u が特定の値を示す例が多いのが特色である。温度特性 μ は次式から計算される。

( 64 ) 
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K，は絶対温度 T，度における速度

Kzは絶対温度 T2度における速度

魚卵の発生速度の μ の値は 20，000及び 24，000が極めて多いといわれる(山本 '44)。

従って第 1 図の曲線から 100C~240C の範囲で 20C 間隔の水温と鮮化J所要日数とが求め られ、 これか ら Q'0

と μ の値が計算され、その変化を示したものが第 3 表である。上述した様に Q'0 の値は 2~4， μ の値では多

くの生理現象では 12 ， 000~ l7， 000 の聞にあるというから(小久保 '62) 、 これを勘案して 12，000~24 ， 000の

範囲を以て、最適発生温度の範囲とすると、サンマのそれは 140C~200C となる。

飼育水温 (t)

解化所要日数(D)

発育速度l/D

10 

33 

0.0303 

第 3表 Q'0と μ の値

23 17 13.9 12 10.5 9.5 8.5 

0.0434 I 0.0588 I 0.0719 I 0.0833 I 0.0952 I 0.1053 I 0.1176 

、~~ー~ー ーーι云--- --c:ーー~一一-"-' 、一一~一ー， 、一一------' ~ー一、.---'
Q'0 I 6.03 4目 ~ 2.n 2.00 1.% 1.a 1.~ 

、~ 、一_____. 、一_____. 、一~一~ 、ーーーザー--' 、一一------' 、一一〉一~
μ28，700 25，300 16，700 12，200 11，100 8，700 9，600 

サンマ卵の比重

サンマの卵は典型的な附着卵であって、卵膜上の 1ケ所に約 20条の附腰I糸とこの部分を起点として凡そ 90

度回転した所に太い l本の附属糸がある。 これらの附属糸によって他物に纏絡する。サンマ卵の比重について

は既に YUSA('60)が赤庶糖を水道水で溶解し、これを海水に混入して赤沼式比重計でその液の比重を測定し、

これらの溶液内での卵の浮沈状態から1.0540~ 1. 0627 と報告されている。 ここでは脊椎動物の血疑(又は血

精〕の比重測定に用いられている硫酸銅法 Coppersulfate methodによ って行った。 この硫酸銅基準液は市販

(医学書院)の硫酸銅法血液比重視1]定用基準液で、種々の比重系列の溶液中に、個々に離された卵 20~30 個を

減紙上で水分を除いてから投入し、その卵の浮沈状態によ って、硫酸銅溶液の比重から之を測定した。

その結果は第 4表に示す様に多くのものは1.049~ 1. 051と1.057 ~ 1. 058の 2つに分かれている。この原

第 4表サ ン マ卵の比重

一一一一一比一墜旦L VI-21 '62 VlI-25 '62 VI-16 '62 

重 [1年 降 降

1.046 0%  100 % 0%  100 % 0%  100 % 
47 。 100 20 80 。 100 
48 33.4 66.6 20 80 。 100 
49 33.4 66.6 50 50 。 100 
50 51. 7 48.3 90 10 。 100 

51 58.9 41.1 90 10 。 100 
52 100 。 100 。 。 100 
53 。 100 
54 。 100 
55 。 100 

56 11.7 88.3 
57 95.3 4.7 
58 95.0 5.0 
59 100 。
60 100 。
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因に就いては明らかでないが、 とも角普通海水の比重より卵比重は相当重いことが判る。又活卵 l個の平均生

重量は 2.5~3.3mg であ って、 その浮力計算の結果からも、 サンマ卵は他の浮泌物に附着することなく、或は

海水の流動の激しい所を除いてサンマ卵だけで単独に浮1持することはおそらくなかろうと考えられる。

サンマの産卵区域の推定

サンマの主なる産卵時期は大型若手による秋季 (10 月 ~1 月〉と中型群による春季 (3 月 ~6 月〉の 2 季が知

られている(深滝 '59，小逮 '56，'62，木村ら '61，堀田 '60)。今まで述べてきた様に春季産卵サンマ群から得

られた卵の生物学的零度は 5.50C であり、発生可能の温度範囲は 6~250C となったが、高温の 250C 飼育の

ものは附型が多く、解化当時の卵黄も大きくて活滋に浮泳することが出来ず、器底に多くは横たわっており、他

第 4図 春季 ・秋季の産卵水域

表面水温分布は気象庁海洋課作成の日本近海各月平年海況図による。

1111111 が推定産卵水域の範囲。
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の水温で解化したものと較べるとその状態を異にしていた。上述した様に Ql0及び μ の値から発生最適温度の

範囲を 140 ~200C と推定した。 ここで問題となるのは、春季産出された卵と秋季産出された卵の発生に及ぼ

す温度の影響の差の有無である。 この点に関しての実験が欠けているが、このことについて大西洋のニシン

(Clupea harengus)で BLAXTER('56) が春 ・秋両季の産卵群からの卵について、 その発生速度と温度の関

係を吟味し、両者の関係は産卵期に拘らず略々 1線上にのることが明らかにされているので、 サンマの場合に

も殆ど大きな差がないとして、以下の考察を進める。

産卵水域の推定には上記の発生最適範囲を用いて、気象庁海洋気象部海洋課で 1950~ '59 年の資料で作成され

た日本近海の各月平年海況図(平年表面水温分布図)*に基いて、春・秩両季のサンマの産卵水域を求めると第

4図となる。

即ち大型群による秋季の産卵水域は 10月;襟裳岬~塩屋//筒， 11月;黒崎~犬吠崎， 12月 金華山~紀州1， 1 

月;塩屋崎~九州l東岸に至る近海 ・沖合の水域となるけれども、 秋季東北海区の漁獲サンマに大型群がかなりの

割合で漁獲されているのに、熊野灘や四国方面では、この大型群が纏って漁獲されることはなく、殆ど中型群ば

かりである。従ってこれらの地方には大型群の多量南下はみられないと考えて差支えなかろう。この様に考える

と、秋季の産卵水域の南限はほぼ伊豆半島附近の様である。

中型群による春季のそれも次の様に推定される。 3月，九州東洋~犬吠崎， 4月i四国~塩屋/[碕， 5月;熊野灘

~塩屋崎， 6月，犬I決崎~金華山に至る近海・沖合の水域となる。

産卵水域に関する以上の推論に関しては次の様な傍証を挙げることが出来る。それは日本周辺におけるサンマ

の卵 ・稚仔の分布について、太平洋側の小達 ('62)，日本海側の深滝 ('59)の報告である。即ち表層曳稚魚網に

よって採集されたサンマの卵・稚仔の量とその組成に基いて、 日本周辺の各水域における出現傾向を論じ、産卵

時期と水域を推定したものである。今両氏の報告から体長 10mm以下の後期仔魚料のみについて、採集量を勘

案して各水域毎の出現期を整理したものが第 5表料*である。この結果は発生最適水温帯の分布と概ね一致し、

特に太平洋側の常磐沖の黒潮の流動状態による稚仔の漂流を考慮すればよく合致する。

この様に産卵水域の分布は極めて広範囲に及ぶけれども、この範囲内では何処でも産卵が行われるかと云うと

そうではないらしい。 一般に秋季の産卵親魚は東北海区では 10月以降生殖腺が次第に増重して、成熟度を増し

てくるのであるが、熟度の極めて進んだものが纏まって漁獲されることはない。とのことは熟度が相当進むと集

魚灯に集まらなくなったり、或は漁場ーから離脱して、よ D高温な黒潮前線の周辺に産卵の為に南下してしまう為

第 5表 サンマの後期稚仔(体長 10mm以下のもの)の水域毎の出現期

A 太平洋側 (小達 '62より作成)

〉 守主¥10 11 12 1 2 3 4 5 6 

陸 沖 。 。
常 磐 沖 。。 。。
伊 王王 諸 島 。。。 。。
紀 南 。。
日 向 灘 。

本木図については気象庁海洋課進土技官の御高配に接した厚く御礼を 申しのべる。

料サンマ鮮化時体長は平均 5.5mm であ ってlOmm 以下のものは産卵後2O~30 日経過したものと考えられ

(堀田 '60，木村ら '61)，その期間余り大きな移動がないと考えたい。

*料日本海と太平洋側共に春 ・秋両季に出現の峯がみられるが、両者の秋季産卵親魚の組成 には大きな差があ

る。従って現象的には一致していても本質的な相違があると考えており、 この問題については後日改めて報

告したい。
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B 日本海側 (深滝 '59より作成〉

~ 月

7)< 誌~I
10 

北海道西側

北部日本海

西部j日本海 。
干し!三二|二|工|子|子|二

九 州周辺 。。。 。。。
。最多時期

であろう。従ってかなり成熟した群は沿岸部では塩屋崎以南の黒潮前線(表面水温で 17"-210Cの潮境〕の周

辺で皆漁獲されたものばかりであかしかも常磐水域では例年発生直後と推定される稚仔が比較的緩まって採集

されている(木村らも1)。又昭和 37年 11月中旬に水産庁調査船俊鷹丸によって黒潮前線の横断産卵調査を

1470E まで実施した(小達・相沢両技官調査)*結果(第 5図〉、黒潮前線に沿って沖合(特に親潮の第 2分校

の先端〉まで多量の稚仔が分布し、黒潮前線周辺に亙つての産卵が確認された。

145 

:1~ 

18 

20 

150 
40 

35 

第 5図 昭和 37年 11月中旬表面水温分布とサンマ稚仔分布とその体長組成

これらのことからサンマの成熟度の急激な増大或は産卵行為の刺戟として必要な活動温度が黒潮前線にあるの

ではないかと推察される。他の動物特に貝類例えばホタテガイ(山本 '51)，アカザラガイ・アカガイ(菅野'62)，

イガイ料等は温度刺戟によって産卵誘発の効率を高め、成熟卵を多量に確保している事から、 魚類でもその可

能性は考えられ、実験的研究が必要である。

木村ら ('61)は秋季東北海区の稚仔の採集量が年によ って、 三陸の北部水域で多量に採集されるのは、大型

魚の内特に大きいもの〔体長 31cm以上のもの〉が漁場から大量に離脱する時の産卵によると述べている。 こ

のことは換言すると発達した親潮前線上の漁場が、前線の暖 ・寒両流の釣合が破れて、沖合では暖流水域が急に

北上し、近海ではその反動で寒流水域が急激に南下する、いわゆる“大急潮"の際の温度変化による刺戟によっ

て産卵が誘発されたと説明出来る。

*本調査に従事され、計測下さ った小達技官ならびに相沢技官に厚く各1I礼を申しのべる。

料宮城水試酒井誠一博士の書翰並びに当所菅野尚技官の実験経験によ る。

( 68 ) 



東北海区に於けるサンマ資源の数量変動に関する研究 第 2報

第 6表 秋季稚仔の発生状況と大急潮との関係

産卵誘発の大念、潮 産 卵 調 査 t魚、 況速報の
年 度

の起った時期 日寺 期 船 名 号 数

og 29 ('54) 10月中旬 11月上・中句

霊天天天 l1 風鷹鷹旭Jij] 丸丸丸丸丸

34・35号
31 ('56 10月上句 10月下旬 32・33号
32 ('57 10月上句 10月下旬 ・11月句上旬 32 ・33 号号下EゴZ 

9月下旬・ 10月上旬 10月下 31~33 
34 ('59) 10月中旬 10月下旬 33~35 

この様な関連性について、木村ら ('61 ) の報告の第 1 図，当所発行の海洋資源年報サンマ資源篇(昭和 29~

34年度分〉および各年度の漁況速報を対応させて、産卵誘発としての大急潮の出現期と秋季稚仔の発生状況と

の関係を纏めると第 6表の様に，大急i初と産卵現象が非常に旨く対応して起っている。

発生最適水温帯(産卵水温帯〉は春・秋阿季共に略々黒潮暖流の北縁普11に形成されるi朝境にそれぞれ相当し、

サンマは産卵期・発生初期には黒潮の影響を顕著に受けることになる。上述の抑l境としての水温帯の発達状態は

第 4図からも明らかな様に、秋季では三陸~常磐の海岸から本州、|に賂々直角に東方に向って沖合へと発達して

おり、沿岸部と接触する面積は狭くなっている。これに反して、春季は黒潮暖流が本州にほ 川合って北上するか

ら、 i机境は沿岸域に極めてよく発達する。その関係上沿岸部と接触する面積が非常に広くなっており、しかも島

l換や礁に富む伊豆の列島線が含まれることになる。

サンマはその卵の性状から産卵基盤となる物体が必要で、潮境には多くの浮激物が集積されており、又治岸域

や島l興・瀬の廻りには多くの海藻類が繁殖していることは産卵上非常に便利である。

上述した様に産卵水温帯としての潮境の発達状態とその中にある産卵基盤と しての物体の分布及びそのf訟を考

えると春 ・秋岡季の発生環境の相違を次の様に整理することが出来る。即ち

秋季の大型魚による繁殖は主としてil19J境における浮泌物を対象と して行われ、発生期 ・発生初期は常に潮流

によ って運ばれ乍ら、余り大きな水温変化なく生活することが出来る。

春季の中型魚による繁殖は主とし沿岸域島廻りの豊富な海底権物にj次卵し、一部は秋季と同様に潮境の浮i持

物を対象としている。従って発生期には比較的悶着的な生活で、しかも水温は上昇する条件で生活する。

この様な発生環境の条件付けによ って、大型魚と中型魚にみ られる生物学的な特性(耳石の性状，脊椎骨数の

多寡の差として認められるのであろう。従って秋の繁殖型を沖合性，春の繁殖型を沿岸性と名付けることが出来

る。特に春季の繁殖型のものが、上述した様に沿岸域で産卵すれば、秋季の漁狼泣からみても治大なサンマ群が
タ キ

沿岸j成で産卵することになる。従って産卵期にはザンマ群の発見が容易となり、 しかもニシンの様な “群来の現

象"がみられてもよいと U、う疑問が起ってくる。

100 

10 

Sepl. 

..... .・・・

Ocl. Nov. 

. . 

第 6図 ノ、タハタの性比曲線

(小川 '52より作成〕

• 

O 
F 

D田.
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従来、産卵時に雌雄が密集して放卵 ・

放精の結果、 海水が白濁する。 いわゆる

“群来の現象"として知られているものは、

代表的なニシンの外にハタハタが知られて

いる程度である。いまハタハタのf生比につ

いて、小川 ('52)の報告に基き、その性比

曲線の時期的変化を画いたものが第 6図

である。区lから明らかな様に雌雄が別個の

群を構成していて、ほぼ週期的に合体し密

集する様で、この時期に群来の現象がみら

れるのであろう。雌雄が別個の群を形成

し、産卵期に合致するものとして、クロカ

ジキ(中村ら '53)，シラウオ(堀田ら '54)
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第 7図 サンマの性 比 曲線(♀/合+♀ X100)
A:三陸漁場 a…特大群， b...中型群

B:熊野iUilt-四国沿岸漁場 -.-1961年，…0・・・ 1962年
C:日本海漁場一. -1953年γ ・0...1954年

July May 

タキ

が知られ pこの性比曲線を「産卵期的性比曲線」と呼ぶ人もいる。従って群来の現象は密集する個体数の多寡，

密集する場所とその時間等の相違によって、発見の度合やその明確度の差が生じていると考えられる。

サンマの性比曲線を型別 ・地域別にかしたものが第 7図 (A，B， C)である。 秋季の三陸近海のものは未熟

魚であり、熊野灘から四国沿岸のものは成熟魚であるが、両域の漁獲サンマの性比は(第 7図 A，B)，ハタハ

タの様な大きな変化(第 6図〉はみられず、 40-60%の範囲内での変動を無視すれば、ほぼ 1: 1と考えて差

支えない様である。 しかし日本海側(主として佐渡以北〕の成熟魚については、その変動が極めて大きく、産卵

期的性比曲線に類似している(第 7図C)。この原因については1回毎の観察尾数が少ない(平均 15尾〉ことに

よる偏りの為か、或は本質的に雌雄が別個に極く小さいパッチを形成し生活しているが、産卵期に合体しても比

較的ノトさな群を形成するに過ぎないとも脅えられる。従って三陸近海や熊野灘の標本は、雌雄のパッチを、事実

飛行機によるサンマ魚群の観察によると、明らかに幾つものパッチを形成しているから(第 8図〉、これらを集
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第 8図 飛行機からみたサン7 魚約.のノf、ソチ(自丸の中にみられる〉

昭和 34I，r 9月 4日鮫角 EfN 125 i旦
(7k産航ZE株式会社高111島 j'fH世氏111~1~~)

f~l灯で寄せ集めた結果、性比が 1 : 1に現われたかも知れない。

とも角サンマは波状的に幾つもの;魚鮮が南下し、その産卵が非常に長期jに亘っていることは衆知のことである

から、一時に大きなサン7鮮が産卵するのではなく 、波状的に南 |てするf1，'[群が順々に産卵するものと恩われる。

この南下群の性比はほぼ 1: 1で、産卵の為に雌雄が密集する必要はなし、から、税としては余り大きくないであ

ろう 。 又、 雌雄が別個にそれぞれパッチを形成し、 それが合体 ・密集した としても余り大きい群ではなし、であ

ろう 。従って沿岸域で産卵の為に出現しでも、余り大きな群として、我々の11良に触れないのではなかろうか。

終りに実験材料の採集に際し熱心にld'1l協力下さ った当所調査船わかたか丸船長本田慶三氏を始め釆組員各位に

厚くお礼を 1'，"し述べる。
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要 約

流れ藻に附着している春季産出のサンマ卵を水温 50 ~ 250C の純図の恒温水槽で解化実験を行い、サンマ卵の

解化速度と水温との関係、から最適発生温度範囲を求め、これに基いてi!fi91J水域を推定した結果は次の通りであ

る。

1. サンマ卵の解化速度と水温との関係を示したものが第 2表，第 l図である。

2 生物学的零度 (biologicalzero temperature) は 5.50C と計算され、第 1図の方程式は次式で表わされ

る。

(T-5.5) (D-1)=143.0 

3. V AN'T HOFFの Q10Ollit度係数〉および ARRHENIUS-CROZIERの μ(温度特性〉に基いてサンマの最

適発生温度範囲を 14~20 0C と推定した。

4 サンマ卵の比重を硫酸銅法によ って測定し、その値は1.049~ 1. 058となり普通海水の比重よりかなり 重

¥t、。

5. 日本近海の各月平年海況図から発生最適温範囲を産卵水域と仮定して、その分布を示したものが第 4図

である。

6 秋季大型魚による繁殖は主として黒潮前線における浮滋物を対象として行われ、発生期 ・発生初期は常に

潮流によって運ばれ、余り大きな水温変化のない発生環境と考えられる。この秋季繁殖型を沖合性と名付け

fこ。

春季中型魚による繁殖は主と して黒潮j暖流の内側に当る沿岸域 ・島廻りの豊富な海底植物等に放卵し，発

生期には固着的な生活で、しかも水温は上昇する発生環境と考え られ、この様な繁殖型を沿岸性と名付け

fこ。

7. サンマの性比のH寺期的変化(第 7図〉から沿岸域来倣群の大きさについて推論を行った。
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