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京都府沿岸のプカカマス漁業とその生態lこ関するa 考察
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 On  the Shyrαenαpinguis GtiNTHER Catches by Set Net 

in Kyoto Prefecture 

Satoshi IrzuKA, Hisashi INOUE and Kenji UEDA* 

Synopsi日

The monthly changes of" the Sh,waena pinguis GむNTIH甘え catches in the western pa!'l of" 

Wakasa Bay were studied from April 1980 to March l9Bl. In thisもvatcrsS. pinguis has been 

mostly caught by the set net, of which fishing grounds located nearby the shore. The highest 

catches occurred in autumn Coll owing juvenile recruitment and the lowest were rec01 dee! in 

early spring. Basing upon the gonad investigation of both sexes, the spawning season eould 

be estimated as the period from June lo August. Therefore, the juveniles (less than 20 cm 

in folk length) appeared in autumn catch were seemed as O礼gcgroup. Up lo autumn, the 

juveniles ol S. pinguis habitu川口lar ouncl the shallow waters (2 m～25 m deep), and in next 

spring it was implied that they could spawn, though there were some points which were 

uncertain on the growth. 

アカカマス Sphyraena戸inguisGDNT!l】況は本州1[1(1［））.：）.、

IYJに分布する漁業JAJJIJit. /,(¥,ftf¥の’つで， ）；（日目的におい

ては9 主として主主位指tjで漁獲されている。その胤漁J!JJは

9月以降の秋山である。

アカカマスにつし、てt,I，イI：ねられている rf(\Js~r ：物’刊ドJts:.

矢口比としては， liJ!; (1958〕が卯・ ｛ff.亡の形態につい

て，桑原・鈴木 (1982）が~·，：狭湾17Ljfrj）狗J必こ出現するげ

滋NJff1%f.1立の分布およびその食符につし、て thl11；してい

る。しかし，本一殺のつぶT；＜；とにつし、てはまだノ；、！Ji］のぷが多

く，ねに II 本海での本訟の土:ii ！~は少し、。本主主合では，京

都府治以て、漁獲されているプカカマスの漁獲主；および漁

獲物の体長組成，生始腺熟度から， /l'.iど［網漁場を＇ i1心と

する本稀の戸)'.'J']IJJU］と；末、成）.（＼0）司令息海域などにつし、て検討

する。

キオ料および方法

使mしたアカカマスの漁獲政資料は，京都山漁業fihlilj

出［命辿合会のだ＼:f[[/J!Jll'見抜尚夫にiid'I点されている 1976:1f～

1981ijミの；走路網の iカマスl漁獲統，＼［・ff料である。 1Jlj)6

* ）~＼河川j水産＇Ii務！？？

したようにアカカマスは約99%がえ：／l''i：納でぷ（＼獲されてい

るため，その漁獲h；の変動は京都府のプカカマス総漁獲

:n：のL円減傾向を71、すものと）§・えられるo ／：（：お， J・.主／；がfrl

資料のf.(lfiT(/)!Jl／：又抜1:・s支の銘柄名は｜カマスJと記載され

ているが，アカカマス以外の稀が台まれている 11J能性

があった。そこで，；引！とおよび列的ji!J115場に水妨げされ

た「カマスJを，）Jljべたが；！.！ミ，アカカマス以外のカマス知

念認めなかっ f.::.o したがって，ここでf:JIJ認したがtれjム！の

7カマスjはすべてアカカマスとして滋つかった。

生物調査資料は， 198051'・ 4 JJ～193J{p 3 JHこJII)［：，栄

IJI, 1バポ;ffllの3漁場て:(jなわれた i一定問綴漁獲物Z足立皇制

it」で何られたものである。この調子tて、はアカカマスの

j己又jも 体 ＜re 1LJ1!UMilhtが訂以11された。また， l'u別11¥J

1cj-Iに舛約および＇ eiitr,111市場で測定されたアカカマスの併記

長組成資料をmL、た。その他に， 1980年 ＋n～12月に架

rn trrj地域における地び~綱初脊で採1こされたアカカマ

スの休長組成資料も｛川けした。

全土 問
中口 河ミ

漁獲量ま， j魚、期およびi魚、場 アカカマス漁獲肢は1976'1'・

～19Bl年十こは70～ 150トンであった。その後， 1982年に
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Fig. 1. ’fhc I川 onthlycatches by set net on 

an average for 1976 to 1984-in Kyoto 

Prefecture. 

JO月にプカカマスが漁獲されるが，定置網で漁獲されて

いるものといlじ人守さの抑（波路〕の他に，バ後海内奥

;')i¥ （ー｜‘ ii'J〕における j也びき ~j~J の漁獲物に FL 4・ cm～ 

5cmにモードなもつ似体がILいJlした。

次に，アカカマスの生！iW依存！＼皮m数：（GI）を次式に

よってもとめ， その）jごとの変化合 Fig.・1にノj；した。

GI= (GW/I3W) x 10' 

GW: !J：泌綜玄武（g) BW : {Ji;1長（g)

ノ1：郊’l)Jli@\Ji::：指数；;t~l1U1f ともに G)J ～ 8J] にかけて必

く， 7JHこもっとも，：；~＼，叶（（ （雌： 21.4，縦： 55.0）とな

った。しかし 9 月以降1l:Y1!U腺熟度指数は低い似！を ~J~

し， i&J'JIJJUJは8}jまでであったと ｝，！：＼われる。

なお，この／ij,'；） ~fからは， 5 )j頃と折f!i:'.されるバ’f卵lmftf1

IIキJl月を切らかにすることはできなかった。

考 喜安

"" 

は200トン宮路え， 19840！三には400トン以ーとによ色しノト私 産卵期 3;c/'il¥Jf'.fめJi'/i:ii7i：紛で4JJ～8 JJに FL20 cm 

の漁獲J,l:U、治加傾向にある。同じくこの9カ年！日jO)))})Jj ～39 cmの人ベせアカカマスが漁獲され，この大黒似体は

平均漁獲益 ~Fig. Iにノぶしたoアカカマスは5刀Sl'iか 6 )'j ～ HJ にかけて雌対i;!与に1IWUJ~i！が発注していたo 桑

ら漁獲されはじめ， 8月までゆるやかにその漁獲掲は明 版。鈴木（ 1982）によると， ）＇，＇狭~"j[!Eiii!＼海域では 7 ・ 8 Jj 

加した0 9月になると漁獲M：は奔しくWI力11L, JO月およ にアカカマス｛＇（.)Qtfi(；｝.（＼がIUDlする。また，水脈 (1972)

び11月にピークとなり， 12月には10月漁獲日の約30%1こ によると，ボ｜般的・c-1土6・7JjにアカカマスのPrrtli・JJUJが

減少した。このように京都府沿1'1＇の/.E/,'11＇制で、のプカカ Y Jうり，この判所主,'j!,j~ とほぼ字放する。さらに， i、［.）佐川l

スは 9月～11月が盛況1JUJであったo Hf），（＼の川JJl狗l域が， JJ記深 70m～120 m の iiu~h£の '1-<.Jiiii
次に， 15地域の人・2w定置網漁場における， 1976年～ であることから（桑以・鈴木， 1982 ），主J!i''J'J/ぬれよ氏ti~

1984年のアカカマス漁場別平均漁獲h¥:HとFig.2にノメし JOO m を1/1心とする海峡とJ11主とされる。

た。アカカマスは），＇，＇狭湾立百泌海域（J'J後海）？こlfriしたIii ところで， Fig.3の体長総！」X;I翠は総総を合わせたも

）／：ーから｛戸線にかけての漁場で約90%が漁獲され，%に のであったが，必卵j切に相当する 6JJ～8）） のおLiえを必i

JF!;!I：，架Ill，持老， ｛Jf恨の各漁場で多獲（il'-lll)!5トン以 却に分け、て検討してみたoFig. 3においては，必卵 JW

」．〉されていた。しかし，外泌に近し、mir1111111av.(,1必の以内 が!itむにつれて， 20cm i)fj僚の仰が/.Eii"i：網漁獲物から

では漁獲が少なかった。この高リ↓から，アカカマスの1: m；乙ていった」とがわかる。このJl＇（は JJI,(;；：れ状態のMl~が.：：t唱

な試｛＼！必は汀後百！jにあって；J.U)jにIJfJけた治）ドj成であること 休であった（Fig.5）。 7)j に人ると， ~~f/i11JUこ FL 20 

がわかった。 仁m 以iのアカカ Y スはほぼ令：てがik!;9-＼するが， Jii＇.＇卵後

体長組成および生殖線熟度の月変化 J.l日比例および地 JtJJ ( 8月〕には FL25 cm以上の成熟したvffU11；が多段

びき網て、漁獲された，アカカマスのJj]Jlj体長約成を され， FL25 cm以ドの似体はl九段しなかった。以i二

Fig. 3に示した。；むii"i＇.網では 5｝］ ～7月にかけて FL のことから， FL20 cm～39 cmの11"41*1土産卵期の＇ r王い

23cmと 34cmにモードなもつ鮮が ll¥.fllし 8)) tこけ、 時JUJIニヱEti'1'M41h立場のある託i)~l:fこ il\[l して， L、ずれの｛肉体

FL 28 cmと 34cmにそート、がわずかに変化した。ま も成熟後は沖合に去るが， 8}jに人っても FL30へ.39

7こ， 8PJにはそれまでみられなかった FL12 cm～14 cmの併がそこにt!i!W!あるいは改めてIL¥羽したようにHf

cmの小卯1H/61体のj作も11:JJlし始めた。 9Jiになると FL 祭できる。

25 cm以上の例外、の鮮は立さをど消し， ｛f((§lf:の対象と／£る 未成魚、の生息域 9 )J～＞，t;Lij三2Jj に liU~c1に多く漁獲さ

のは， FL9cm～25 cmの例｛制作であった。この｛［§(I（リ れたアカカマスは， FL9cm～25 cmのづマl:il{["i］休であっ

は忍年2J:jまで続き， 3月には定ii".1＇.網漁獲物 11/11にアカ た。宇部川iili(1954）によると，小山内の浅所〔水深約

カマスはみられなくなった。 ブ／， .t也びき網では9月・ 3 rn）で8・9JJに TL5cm～6 cmのプカカマスがIfl 

JO 
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された FL4cm～5 cmにモードをもっjifは 6YJ～8月

に産まれた例外；で仇成されていると考えられる。ーヅf,

Fig. 3の 9Jiに FL17 cm～18 cmにモード合もつ携

がWiJJIした。この1r下なHVWC宇部下f他， 1954）にしたが

い、＇＇~：，｛＇＇；（｛＼とすると， Fig. 3 の；I：線めで7J~ したような！え

以なし， 'JLJ!JJ;J（まれのji'(と仮定される。しかし，この1111

11 

。Lする。また， 1lif川〔1961）によると， }Ii］防l!l!llに 8・9

nに／［＼）＇）！，する FL7 cmと 13cm tこ、11.J制1＇［をもっ 21庁

のアカカマスは， 4 月～ 7)j にとl：まれたl~オ 1{lであると

している。そして，ア的・1:'i{UH!954〕は， この当才1れは10

JJには TL20 cm 1)if1，去に J,Ji;Jどj切ると （Ii~ ＇； Iノている。 し

たがって，ノド訓併において， 0・10)jにJUiびt',c網で漁獲
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当であろう。

成魚の消長 snから 8月にかけて FL30 cm以 上

の似体が／J＼現したが，この似体が漁獲されたのは， ｛）ト似

漁場て、あった。まずこ， 4・5JJの FL20 cm～30cmの

11団体は， !fl )j:!f(l場と；決川漁場で漁獲されたo Fig. 2に

ノjミすように，この 3つの漁場伎町から考えて，大1刊の例

体が外i仮に近い漁場に， 1/1J1:1HF日体は的J丸海域に， 4J] 

にまず出現するようにJG\われるO 今後，イ~JWにおける大

中盤11•！体の IL\現在立場をjぶい絡協にわたり犯必ずることに

よって，冬JVJのli::.}2，海域が·~~淡いl,i/it ｝，＼（と同様に ii本'lffjf![,i

{if)水域であるかどうかを検討したし、o /.Eiii1：網漁場にIUJJl

したj点，i;（（は， 1]iJに!Jiべたように，その沖合近くで旅Jj)jiす

るが，その終fと）＼：に定Ir＇＇！：網漁場には 9)J以降はIllJj~ し

ない。 11111 以 1J~海域においても jr;H!f<vこ， 9 月以降このク

ラスの？i；~の ／W ！がみられなくなる（j]if川， 1961 ）。しか

し，今｜二｜で、は FL30 cmから 40cm級の反則以後の

生息；毎日は不J≫Jて、あるが， この人‘きさがプカカマスのよ投大

体長で， jf{,j]fこ達した総とも考会えられる。

lri.J，受に，二本・1ぷ1れから1&:1l¥vこしたる成長治紅会 Fig.3 

UこJA；づき検討する。 5Jjのi司、j元組成には，人ゐきさのちが

う し と ん がwmした。この 111~長官 2 ）~ の体長組成

に>J・とめると， L1は S2に， L2は L，の l;,:F 後の~：下と

Jよ1われる。このし は I.2と11111',J'<に反J!Jl以降治)f！：から

去り，：pJ）支産卵のために L2の大きさとなって存！切に

J引いすると想定できる。この）~と1;（（の生息Jii~については，

今後の課題である。また， S：は1~～反j切に約 15 cm t'i1 

Ill：となってIUD；すると託f't)ざされるが，このJ.i'f：を犯｝11｛すみ

ことt主できた：治、った。

主再
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l . ）；川15がJ沿jいの/.Lii'I網漁場でば（＼獲されるアプJカマス

5 JJ～ B )Jにかけて川FJlずる FL25 cm～39 cmの

要

；／~j( S2はIRJU十くが向かj必ざるさらいがあり，尖！日i：はない

が， 1)i〆1主政まれのJ,／下（Fig.3の｛波紋〉と考えるのが叉
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Fork Length (cm) 

Fig. 5. Fork length compositions of S. pinguis during the spawing period, June 
to August, and the frequency occurrences of matured fish by each size 

which bad higher gonad index more than 10 for male and 20 for female. 

111司体の1ilと9JJ～12）］にカミ付匂て LUJJlす；る I

Fの似，／休で’この2つの｛r下の消iえ』土民n符であるO ぷ郎的漁栄協同組合辿合会ならびに関係漁業協同組合の

2. 12i＇，卵JU］は， 6) j～8月にかけてで，その峨JUJは7 各伎に深く Mfo制の必；を去します。

凡であった。

3. FL 25 cm以卜‘の非自土，京{if）附アカカマス総漁獲

m：の大半を1:1:iめる当才／，｛（および I:.:f魚とHf/Eした。

4. {i/1合でふ化・成育された有f~f.れは， 水深 2m～25m 

の符奥L¥UiJrへ勝動L, FL 20 cm前後に成長ずるまでそー

こでl／：），之、し 3 後tこ水深 30m～50 m の水域へ移動して

定Vi網漁獲対象となると必Al'.した。

5 . J:;；己（ 4）とも関係するが，浅9存続のrlli知jと後WJ

に成まれた｛！母体が翌年春郊にどの大きさで、定；i''t総漁場に

w滋するかは不明機で，今後の諜足きである。

:,./i:{jlf究を行うにあたって，調査の機会をあたえられた

ぜ1j:ffセンター1:9rH: 11,,u 11 , 'J博士，有誌な街刊行導を！切っ

た／ii）狗ff調査；＇ill:bぇj後！日正俊［＼）cL：にmi:く御礼111しあげ
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