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東北水研研究報告

第 24号

December， 1964 

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 5報変動の特性について※

堀 田 秀 之

FLUCTUATION IN THE ABUNDANCE OF SAURY ON THE 

NORTHEASTERN SEA OF JAPAN (V) 

By 

Hideyuki HOTT A 

It was pointed out in the previous paper that there were cyclic fluctuations in 

the population structure and locality of the fishing grounds of the 田町y.

From the relation between the evalution in the growth 氾 ldthe population size， 

the mechanism of these phenomena were discussed， and the following results were 

obtained: 

(i) From the examination of individual correlation variations between body-length 

(x) and otolith radius (y) in each sized group of the saury， the direction of the 

correlative variation is expressed by the equation y = r x+ o. The δand r relation means 

that there is homogenity in those characters among the partial populations (Fig. 1). 

(ii) The allometric equation W = bL + a shows a good fit for the length -weight 

relationships， where W and L are logarithms of each measured values. Between 

b and log a there tentatively exists the next relations， log a =_ -1. 5224 b + 2. 2169 in 
larger s凶 dgroup and log a' = -1. 3847 b' + 1. 7844 in the middle sized group(Fig.4). 

From these relations the weights and comparative lengths were caluculated (Fig.5). 

(iii) From the relationship between the variation in growth and the population 

density， it may be suggested that the middle sized group shows a decreasing tendency 

in population size and in the larger group the population shows an increasing 

tendency. 

首ij械において漁獲対象サンマの系統鮮の変遷およびその交替が規則正しく起っており、これに対応して初lUJ

の漁場形成位置が近海であったり沖合であったりする輪廻現象がみられること 、更にこれら生物的 ・物理的な

変化に伴ってサンマの漁況(数量〉 変動が起っているこ とを明らかにした。これらの事実は東北海区の水塊配置

の様相が年代的に変化していることを示し、自然環境の変遷を物語るものである。以上の原因は結局サンマ個体

鮮と環筏の相互関係に基くものと云える。一般に個休鮮は適応する生活条件のなかで、その生存 ・繁殖を保証す

※ 東北海区水産研究所業績第220号



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5報 変動の特性について

る様に変化する適応性によって変動するもので、魚、は環境と飽1)き合いながら生活し、環境の変化に対して、魚、は

自身の性質を変えて11頃応している。成長速度の上昇 ・低下、1生成熟開始時の促進 ・遅滞などの生活形の変化がそ

の現われで、数量変化もその一つに含まれる(ニコルスキー他勺7，Nikolsky '63)。

本報告は資源の数量変化に伴った生活機能の変化を反映する特徴とじて、主として成長変異 ・体型変異(体

長 ・体重の変化〉 を通じて、変動の特性を把慢しようとしたものである。

1. 魚群の均質性の吟味

漁期間に漁獲されるサンマ群が、年により或は漁獲月によって、その性質が異なっているかどうかについて予

め質的吟味をしておく必要がある。

或る群内の成体の部分と全体或は2つの量の聞の相関的変異が、アロメトリ ーの式で表わされる回帰で示さ

れ、その変異の方向を表わすには、棄却精円の主軸の方向が優れ、その相関変異を規定する定数 5及び rの聞

に一定の画数関係が成り立つならば、それらの群は一つの比成長或は系統的比成長系をなすーっの大きな集団に

まとめられるとしヴ浜井 ('38，'39， '50， '51. '54， '55つの理論に基き、 ここでは体長と耳石半径長との相関変

異を用いて、椋木の均質性について検討した。いま体長をx，耳石半径をy，それぞれの平均値を王，yとする

と、 各標本群毎の x (体長〉と y (耳石半径〕における楕円の主軸の方程式は y=rx+d で示され、

その長軌の傾斜 θは r=tan 8， tan 28=2φ12/φ11ーφ22

の関係がある。ただしN:個体数，玉=2:x/N，y=2:y/N，φ11 =2:.(x一芸)2，φ12=2:(X-王)(y-予)，φ22=2:(1一子)2

漁獲サンマの系統群(裂)，標本群別に楕

円の主軸の方程式を算定すると、相関変異

を規定する 2定数 Tおよび5との聞には、

第1図に示す様に Tとlogdとの聞に d=

de-Kr -cの函数関係がなり立ち、サンマ

群は体長と耳石半径の関係では、系統群

(型)聞では変異の仕方が異なるけれども

同斗系統群内では年度或は漁獲月によって

異なることはないb従って漁獲サンマは系

統群J!IJには変異の仕方が均質で、それぞれ

一つの大きな集団主考え℃差支えない様で

ある。以上は巨視的な展開であるが、今後

群相互関係の追求といった微視的な展開が
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第 l図 体長と耳石半径の相関的変異を規定する定数 rとlogd 

との関係

上 :中型群、下:大型群

図中の数字は 1955~57 の末尾で、 数字のないのは
1963年を示す。

P
D
 

必要である。

2: 成長状態の検討

Q03 

2.1 体長関係

通常サンマ群の齢構成は単純で、しかも

同じ大型魚(或は中型魚〉であっても、初

漁期の魚体は平均的に大きいものが多く 、

時期の推移に伴って次第に小さくなること

が知られている(福島 '56，木村 '56)。従

って初漁期の 9月における体長分布から年

々の成長速度の分析が出来ると思われる。

第2図は昭和 26年から 39年までの各年 9

月の体長組成図 で、年によっては中型
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魚、丈けの単皇長年もあるが、多くは中型魚、と大型魚、との双主義分布である。この組成図から両者を分離すると図中の

点、線で示した様に分けられる。この中型魚と大型魚の境界は、耳石にみられる両者のタイフ。の相違〔菅間 '57，

堀田 '60)の出現状態によっても妥当で、ある。 またそれぞれの型別体長平均値とその変動係数を示したものが

第 1表および第 3図である。中型魚の体長モードは昭和26年が最も大きくて 28cm台*(平均体長27.94cm)に

あって、その分布はほぼ正規型で、最大体長は30cmを超えて大きい。その後年々モードの位置も小さくな

第 1表平均体長の累年{直 り、その分布も左裾に拡がる負の非対称型と

kぐ
中型群 |大型群

平c均m値 I標差準c備~I変数動ι係%平c均m値I標差準c備m|l数変動%係

昭和26年(1951) 27.94 1. 63 5.83 I 
27 26.72 2.25 8.42 

28 26.64 2.11 7.92 

29 26.51 1. 87 7..05 31. 07 0.87 2.80 

30 (1955) 27.74 1. 33 4. 79 31. 14 1. 81 5.81 

31 26.42 2. 16 8.17 30.77 1. 25 4.06 

32 26.92 1. 61 5.98 31. 04 1. 76 5.67 

33 27.24 1.53 5.62 30.73 0.80 2.60 

34 27.36 1. 32 4.82 31.18 0.99 3.17 

35 (1960) 27.25 1. 45 5.32 30.73 0.84 2.73 

36 26.19 1. 24 4.73 30.12 1. 76 5.84 

37 26.43 1. 50 5.67 30.42 1. 00 3.28 

38 26.46 1. 53 5.78 30.30 1. 24 4.09 

39 27.07 1. 85 6.83 30.84 1. 16 3.76 

.C官1
A 

.3Q 

25 
1951 '55 ω '64 

第3図 平均体長の経年変イじ A:大型群-13:中型群

(太い曲線は傾向線〉

不 28cm台というのは28.0~28. 9 cmの間隔を指す〈以下同様〕

-67iー

なっている。これに伴って平均体長および最

大体長も小さくなり、昭和29年には最大体

長は29cm台に移った。昭和30年にはモード

および平均体長は増大し、 31年から 35年に

かけてはモードは多少大きい方に移り、 平均

体長も 26.42~27. 25 cm.と年々大きくなっ

た。 昭和36 年には 25~26cm台にモードがあ

って最ノトの位置で、しかも最大体長も従来よ

り更に小さし、28cm台に移った。

64 

20 25 30 cn、
第2 図昭和 26 年~39 年 (1951~'64) の

9丹における体長組成



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5報変動の特性について

近年はこの昭和36年の最小モ ードから大きい方に移りつつあって、平均体長 26.43~27. 07cmと大きくなっ

て来ている。従って中型魚の平均体長の変動傾向は昭和26年から昭和31年が第一の谷となり、昭和34年・ 35

年を峯とし、第二の谷は昭和36年で、その後上昇傾向にある。一方分布巾も 31年までは左裾に広く拡がった

が、その後は逆に狭まっており 、また上限の分布も次第に狭まってきている。

一方大型魚は初出現の昭和29年が体長モ{ドは最も大きく 31cm台にあって、その後昭和34年まではモード

の位置および平均体長は増大・減少をくりかえし、さほど大きな差ではないが、年々多少小さくなる傾向がみら

れる。昭和34年を峯とし年々平均体長は小さくなり、昭和36年を谷としその後は増大傾向にある。しかしその

最大体長はほぼ34cm台で殆ど変化がなく 、しかも中型魚との境界は次第に左の方に移って来ている。従って大

型魚の平均体長の変動傾向は昭和34年を峯にし、それ以前は大きな変化はないが幾分小さくなる傾向がみられ

る。 34年以降は急激に小さくなって、 36年には谷を示しその後増大傾向を示している。

以上の様に中型魚と大型魚の体長の変動傾向は大局的には類似しているが、細かい点では若干異なっており、

しかも中型魚、の方が大型魚よりも平均体長および最大体長の変化が著しい。

2.2 体重関係

魚類の成長状態を示す指標のーっとして広範に応用されている肥満度(体重/体長りは、体長の変化に伴って

変化するので一般的な意味から不充分なものであることが指摘されている(落合'52，伊藤'53，児玉'64など〕。

サンマの場合前述した様に体長モードおよび平均体長は、 年々非常に変化に富んでおり、しかも従来の肥満度が

われわれを満足させない状態にある。従ってここでは体長と体重の対比関係によってその肥満状態を比較する。

体長 ・体重関係には上記の肥満度の三乗法則のほかに体長は一軸、体重は三軸の成長とL、う違いはあるが、アロメ

トリ ーの式が適用され、この方が優れていることは経験的に示されている。このアロ メトリ ーで表わされる相関

変異を規定する二つの定数bおよびaの聞には、魚群の均質性の項で述べた様に一定の函数関係がなりたつ。す

なわち各年9月における型別の体長と体重の関係における定数b (b')およびloga (log a')の値は第2表に示

される通りで、b (b っと a (aうとの関係を

図示したものが第4図である。それぞれ直線関係

が成り立ち、それは次式で与えられる。

中型群:log a' = -1. 3847 b' + 1. 7844 

大型群 :log a =ー1.5244 b+2. 2169 

第2表- 体長・体重関係の 2定数の累年値

項目

年次

昭和26年(1951)

27 

28 

29 

30 (1955) 

31 

32 

33 

34 

35 (1960) 

36 

37 

38 

39 

a(α') 

白5

0.1 

、
¥ 
A ¥ • 

¥ • 
¥ 
へloga= -1. 52叫 +2.2169、、

¥ 

0.011 ¥ 

q加 1

保則M
L 
I.O .~ 

zll :t1 . .. b(b') 411 

j;g4図 体艮 ・体重の相関変異における定数 b

(b')とa(a')の関係，A:大型群 B:中型群

-68-
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このことはこれら型別の各年の体長 ・体重関係の直線が理論的に l点に交る点の存在することを意味し、この

交点より大きい部分と小さい部分とでは、その傾向は全く逆になるから、この交点を中心に上下の二点によって

比較する必要がある。その交点の座擦は中型群では24.2cm， 69. 87 g，大型群 34.2 cm， 164. 8 gとなる。大型群

の現在の体長範囲は、殆どこの交点よりも小さL、から問題はないけれども、中型群の場合の体長範囲はこの交点、

の左右に拡がるから大小二つの値が必要となる。従って比較に便利な基準体長として大型群の場合には30.5cm，

中型群のそれには27.5cmと23.5cmの二点を採用した。これらの比較基準体長に対する体重を算出し、その経

年変化を示したものが第5図となる。

中型群の基準体長に対する体重の変化は大小2点共に

年々変化に富んでいるが、大きい方の 27.5cmに対する 間

体重は、傾向として昭和26年から 31年までは次第に滅

少傾向にあって、その後は増大し昭 和 34年 ・35年頃を

峯にして、近年では再び減少して来ている。小さい方

の23.5cmの体重の傾向は、昭和26年から 33年までは

減少傾向であったけれども、 35年・ 36年頃を峯にし近

年は減少はしているがほぼ安定状態にある様である。

従って中型群の大小2点では変動の激しさやその変化の

様相は若干異なっている。

大型群のそれは初出現の昭和29年から 31年までは減

少し、その後は増大して 昭和34年 ・35年頃を峯にして

近年では減少して来ている。

3. 成長変異と群密度の関係

いままで成長状態について、体長組成からその範囲、モ

ードおよび平均体長の変化について、またil宇の肥満状態を

表わす比較基準休長の体重の変化について、それぞれ個別

100 

にその経年変動を述べて来た。ここでは上記の成長量(体 50

長・体重の増大・減少〉を指標として個体群密度との関係

について考察する。

成長の変異の問題については、コイを材料とした実験が

ある〈中村 ・笠原 '56，'61， Nikolsky '63)。この 笑験は

コイの青仔又は当才f~を餌料条件がさまざまに異なる池で

飼育し、その成長状況や最大体長を比較したもので、その

1951 '55 'ω '64 

第5図体重の経年変化 (9月〉

A:大型群、B.B':中型群Bは基準体長

27.5 cmの体重、B'は基準体長23.5cmの

体重(太い曲線は傾向線〉

結果餌料条件の良好な池の魚群ほど、その体長分布において平均体長も大きく、正規型であるが、漸次餌料条件

が劣るに従って平均体長も小さくなり、その尖度は急となる。官耳料条件の悪い池の方では、平均体長ははるかに

小さくしかも尖度・歪度ともに大きい。更にその最大体長の方では反って条件の良い場合よりも大きく、その一

部のものはいわゆるトピの出現が認められる。この事実から彼らはコイでは食物が不足する とき、大多数の個体

はあまり成長できず小型のままに止まるが、その様な場合でも一部の個体は他よりもはるかに大型に成長するの

は、栄養を充分にとって、優れた親魚に成長し、個体群の滅亡をまぬがれうる様な適応的なものであろうと推論

している。

一般に魚群が高密度である場合には、魚体は小さくてやせており、 低密度の時にはそれは大き く太っている事

実はしばしば報告されている (相川 '49)。従って成長が良好であることは、その性成熟開始時期を速め、繁殖

力を増大させ数量の増大を保証する。しかし個体数の増大〔群密度の増大〉は繁殖力を増大させる一方では繁殖

力を低下させる。それは生活に必要なものが不足してくるからで、この様な場合には、個体数の大きさを縮少す

-69-
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る現象が知られている。従って栄養条件は繁殖を通じ、また繁殖は栄養を通じて調節されているこ とになる。

以;上から成長変異と密度との関係について次のそテ、ルが考えられる。体長組成の分布で最大体長は殆ど変化が、

なく分布が小さい方に拡がり、平均的に魚体の小さいものが増加し平均体長が小さく 、やせていく様な場合には

群密度は増大傾向を示し、余り高密度となって遂に自然状態で最小体長群に達する。このことは成長量の減少、

ひいては繁殖の低下をもたらすので、数量調節によって成長量の増大を計る結果、平均体長は大きくなる。この

様な場合群密度は減少傾向となる(第6図〕。

実際サンマの成長状態は既述した様に減衰(増大〉振動をし乍ら下降(上昇〉しており(第3図参照〉、 上述

BL 
nun max 

第6図成長状態と密度の関係を示すシェマ

A:成長量の減少、密度の増大傾向

C:余り高密度で自然状態での最小成長

E:成長量の増大、密度減少傾向

のモデルの様にはゆかない。この原因は自然状態における

餌料豊度が一定しているわけでなく 、年々変化しているこ

1950 

'51 

52 

-'531 

'54 

55' 

li9 

切

相l

旨2!1

63 

18 20 cm 

第 7図昭和 25年~38 年 ( 1950~'63) の漁期

末における体長組成

とに起因している と思われる。従って食物隈取の状態一成長量一密度変化といった一連の関連をみる場合餌料豊

度の変動を考慮する必要がある。体長は一次の成長であり、体重は三次の成長である。この成長量の経年変化に

おける増大 ・減少現象は自然状態、での最少成長 (最小体長群〉を頂点、とする経過を次の様な仮定で整理される。

最小体長群に達する過程において、前年に比して体長モード或は平均体長には殆ど差がないけれども体重が減

少していることは、餌料状態は比較的豊富であったが増重にまでは到らず、密度は増大傾向にある。体長・体重

ともに減少する場合、栄養状態貧弱で密度は増大傾向か平衡状態、体長 ・体重ともに増加する場合、餌料状態は

豊富で密度は平衡状態となる。次に最小体長群に達してからの過程において、前年に比して体長は増大するが体

重の方には殆ど差がない場合、数量調節によって体長の増大を計り密度は減少傾向となる。

まずサンマ群の自然状態における最ノj、体長群の推定が問題となる。既述した様に魚群の齢構成は単純で、しか

も平均的に魚体の大きいものから順次南下するのであるから、群としての最多最小体長群は漁期末の組成から推

-70一
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定することができる。第7図は昭和 25年から 38年の漁期末 (12月上旬又は中旬〉における体長組成の分布図で

あるο この図から自然状態における 中型群の最多最小体長群のモードは 25cm台(昭和 36年の例〉之考えられ

る 。それは最もモードが大きかった年と比較すると 3cmも小さくなっている 。 大型君4~についてはまだ資料不充分

で明らかでないけれども、中型群と同じ様に最大 -最小モード差を3cm とすれば，最多最小体長モードは28

cm台となる。

上記の仮定に基き、体長分布図(第2図〕、平均体長(第3図〉及び標準体重(第 5図〕の経年変動傾向から

型別の群密度は次の様に考えられる。

中型群:昭和26年から 35年にかけて密度は増大の傾向を示し、36年以降は減少傾向である。その内容とし

ては27cm台前後の大きさのものは32年頃までは増大傾向であった。けれども‘その後はほぼ平衡状態を示し

た。しかし36年以降は減少傾向にある。従って中型群の密度は23cm台前後のものの増大に依存し維持される

ところが大であった様である。

大型群 :初出現の昭和29年以降変動はあっても、年々分布は左に拡がって、争、体も小さくなり 、しかも未だ

最小体長モードには達していなし、から増大傾向にある。

以上の推論の傍証と考えられる二つの事項がある。その一つは例年初期の大型群の生殖腺重量はO.3~O.5g 

@ 

程度で個体としても 1.0gを・こえるものは殆

と・なかったけれども 、 近年では2~3g をこ

える個体もみられ、全般に 38年以降大型群

の性成熟の進行状態が早くなって来ている。

今一つは全く月IJの面から算定された漁場来遊

の型別資源量指数ヰの変動傾向と極めてよく

一致していることである(第 8図〉。

これらのこ とはサンマの成長状態と群密度

との関係の仮定が成 りたつことを示唆するも

のである。従ってサンマの資源構造の変選は

一方の系統群の適応にも限界があって、その

限界を打ち破ることによって別の新しい系統

群が発展するといった変動型式をとるものと

考えられる。結局サンマは物理的生物的な環

境の働きに対して、自体の構造の変化〈系統

群の交篠〉とし、う形をなかだちとして種族維

持に努めていることが考えられる。

29 30 31 32 33 34 35 36 
終りにのぞみ、種々御指導いただいた北海

37 平
白 道大学氷山一学音11 浜井生三教授に深くお礼を1955 1960 

第8図型別資源、量指数の経年度化 ・ 大型群.0中型群，

。小型群(太線は移動平均曲線〕

4.摘 要

申し述べる。

前報で述べた東北海区のサンマの質的構成および‘漁場形成位置の輪組現象に伴った数量変動の特性についてサ

ンマの体型変化を通じて分析した結果は次の通りである。

1 魚体の大きさ別に体長と耳石半径との変異を観察し、この 2つの相関的変異を規定する定数の問にはそれ

ぞれ一定の画数関係が成立する。これは型別魚群の均質性を意味する(第 1図)。

*この資源量指数の計算は東大海洋研究所の栗田教授のところで行われたものを使用させていただL、た。
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2 体長 ・体重の関係をアロメトリ ーで表わすと、その相関変異を規定する定数の間に次の直線関係が成立す

る(第 4図〉。

大型群:log a=-1.5244 b+2.2169 

中型群 :log a' = -1. 3847 b' + 1. 7844 
これに基き各群の基準体長を設定し、これに対する基準体重によって、魚群の肥満状態の指標とした(第 5図)。

3 初漁期における体長範囲とその平均および基準体重などの成長状態の変化を指標と して個体群密度との関

係が論述され、 中型群は昭和 33 年~35年を峯として群密度は近年減少傾向にあり 、 反対に大型群は増大傾向に

あることが示唆された。

4 サンマは自体の精進の変化(系統群の交替〉という形によって種族維持に努めていることが考えられる。
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