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大阪湾・播磨灘におけるマコガレイの生殖腺体指数，
肥満度および比肝重値の季節変化

反田　實1・中村行延1・岡本繁好1

Seasonal Changes in Gonadosomatic Index, Hepatosomatic Index
and Condition Factor of Marbled Sole Pleuronectes yokohamae

in Harima-Nada to Osaka Bay, Seto Inland Sea, Japan

Minoru TANDA
1, Yukinobu NAKAMURA

1 and Shigeyoshi OKAMOTO
1

Abstract: To determine the life history of the marbled sole Pleuronectes yokohamae in the 
Harima-Nada and Osaka Bay waters, gonadosomatic index (GSI), hepatosomatic index (HSI) 
and condition factors (CF1 and CF2, with and without gonads, respectively) of the species were 
examined in the periods of July 1986－January 1989 (late 1980s) and June 1998－January 2001 
(early 2000s). The life cycle of the marbled sole was classified into the following three stages:  
recovering stage (February－May), immature & maturing stage (June－November) and spawning 
stage (December－January). Seasonal variations of the GSI and CF2 were similar between the 
periods of the late 1980s and the early 2000s. Successive three-year monitoring of the 1986 cohort 
in the present study clarified specific seasonal changes of the indices. Maximum value of HSI was 
observed in July in both sexes, and the index peaked secondarily before the spawning season in 
female. The value of CF1 temporarily increased during the spawning season, while that of CF2 
increased in summer and then decreased before and through the spawning season.
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マコガレイ Pleuronectes yokohamaeは日本国内では
北海道南部から九州沿岸の浅海域に広く分布する（落
合・田中 1986）重要な漁業資源である。本種の生活
年周期については高橋ら（1983）が青森県の陸奥湾に
おいて，また Shafieipour et al.（2004）は北海道南部
の木古内湾において詳細な調査を行い報告している。
瀬戸内海では，産卵期を推定する目的で，生殖腺体指
数の季節変化が正木ら（1987）や松村ら（1973）によっ
て報告されている。また，肥満度の季節変化について
は辻野ら（1997）の報告がある。しかし，生活年周期
の視点から瀬戸内海のマコガレイを調査した報告はみ
られない。
本報では，調査年代の異なる1980年代後半（1986

年 7月から1989年 1月）と2000年代初頭（1998年 6月
から2001年 1月）について，各年代ごとに生殖腺体指
数と肥満度の平均的な季節変化を示すとともに，年
代間で生活年周期に違いがあるかどうかについて検討

した。また，1987年 1月から1989年 5月の間について
1986年級群の生殖腺体指数，肥満度および比肝重値の
季節変化を追跡した。
瀬戸内海東部では1988年以後，本種の資源管理に
取り組んできたが（和歌山県ら 1989），このような取
り組みにも関わらず近年漁獲量は著しく減少しており
（Fig. 1），資源状態の診断と資源管理方針の再構築が
必要な状況となっている。そこで本報は，これまでの
調査データを整理，検討し，本種の生活史の一端を明
らかにするとともに，資源管理に必要な生物学的情報
を得ることを目的とした。

材料および方法

標本魚と測定項目
Fig. 2に示した地区の漁業協同組合に小型底びき網
によって水揚げされたマコガレイを購入し測定標本
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とした。標本が漁獲された漁場の範囲は大阪湾から播
磨灘の兵庫県海域である。標本は生鮮の状態で持ち帰
り，全長と体長は 1 mm単位，体重は0.1 g単位，生殖
腺重量と肝臓重量は0.01 g単位で測定するとともに耳
石を採取した。年齢は，耳石における輪紋の形成状況
（反田ら 1992）と標本の採集月から判定した。年齢査
定の基準日は 1月 1日としたが，この基準日は産卵期
に含まれる。産卵期中に年齢表示が変わると混乱を招
くので，引き続く同一産卵期の年齢表示は12月 1日時
点の年齢で表した。解析には 1歳魚以上のデータを使
用した。分析に用いた標本数は，1980年代後半が1986

年 7月から1989年 1月までの2002個体，2000年代初頭
が1998年 6月から2001年 1月までの1126個体，また，
1986年級群の解析には，1987年 1月から1989年 5月ま
での1103個体のデータを用いた。
生殖腺体指数（GSI）と比肝重値（HSI）は次式に
より求めた。
　GSI＝生殖腺重量（g）×102／体重（g）
　HSI＝肝臓重量（g）×102／体重（g）
肥満度は次に示す 2つの計算式により求めた。CF1

は魚体全体の肥満度，また CF2は生殖腺を除いた主
に肉質部の肥満状態を表す。
　CF1＝体重（g）×105／全長（mm）3

　CF2＝（体重（g）－生殖腺重量（g））×105／全長（mm）3

標本魚の成熟率
生殖腺の観察と GSIとの関係から，雌雄とも12月

時点のGSIが 2以上の個体を，当該産卵期に繁殖に加
わる成魚とした（反田ら 投稿中）。1980年代後半の雌
の年齢別成熟率は，1歳魚が86％，2歳魚以上は100％
であった。また，雄は 1歳魚が96％，2歳魚以上は
100％であった。2000年代初頭では，雌雄とも 1歳以
上の成熟率は100％であった。本報の解析には 1歳魚以
上のデータを用いたが，この結果から1980年代後半お
よび1986年級群の解析には未成魚のデータが含まれる。

統計処理
平均値の差の検定は Studen’s t-testによったが，
等分散と見なせない場合は Welch’s t-testを用い
た。また，正規分布と見なせなかった場合はMann-

Whitney’s U test により検定した。

結　　果

生殖腺体指数と肥満度の平均的な季節変化
調査年代が異なる 2つの期間について，月ごとの
データを平均して得たGSIの変化を Fig. 3に示した。
雌雄ともGSIは11月から明らかに上昇し，12月に最高
値を示した後，1月に低下した。雌の 3～ 9月および
雄の 3～10月のGSIは低く 1未満であった。季節変化
の基本的なパターンには調査年代による顕著な違いは
雌雄とも認められなかった。しかし，雄については産
卵期のGSIが，2000年代初頭の方が低い傾向が見られ
た（11月：Mann-Whitney’s U-test P＜0.01）。
肥満度（CF2）は，1月に年間の最低値を示し，そ

の後は 5月頃まで徐々に上昇して年間の最高値を示し
た（Fig. 4）。5月以後は 9月頃まで横ばいか若干低下
気味に推移し，その後，産卵期の12～ 1月に向けて低
下する季節変化を示した。このような平均的な季節変
化のパターンには雌雄間で大きな違いは見られなかっ
た。また，調査年代間でも平均的な季節変化に顕著な
差異はなかった。しかし，肥満度の増加期である 3～
5月の肥満度は2000年代初頭のほうが雌雄とも高い傾
向が見られた。肥満度が最高となる 5月の平均値を比
較すると，雌では1980年代後半が1.43，2000年代初頭
が1.55で，統計的にも有意差が認められた（t-test P＜
0.01）。雄についてもそれぞれ1.39，1.57で，同様に有
意差が認められた（t-test P＜0.01）。また，4月につい

Fig. 1. Changes in annual catches of the marbled sole 
totaled for the 12 fisheries co-operative associations, see 
figure 2. 

Fig. 2. Locations of the fisheries co-operative associations 
where specimens of marbled sole were sampled (solid 
circles) and catch data were collected (open circles and 
Murotsu and Akashiura).
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ても同じく有意差が認められた（雌雄とも t-test P＜
0.01）。

同一年級群の生殖腺体指数，比肝重値および肥満度の
推移
生殖腺体指数：雌のGSIは 1歳および 2歳魚とも10

月から緩やかに上昇し，11月の後半以後，急激に上
昇した（Fig. 5）。そして，1歳魚は 1月に，2歳魚は
12月に平均値が最高となった。それらの値は 1歳魚が
20.8，2歳魚が26.2であり，見かけ上は 2歳魚の方が
高かった。しかし，1歳魚の中には，生殖腺の観察か
ら未熟個体と産卵後の個体が含まれており（43尾中 9

尾），それらを除くと 1歳魚の平均 GSIの最高は25.3

となり，2歳魚のそれと統計的な差は認められなかっ
た（Welch’s t-test P＝0.615）。
雄のGSIは 1，2歳魚とも10月に僅かに上昇した後，

11月から急激に増大し，12月に平均値は最高となった
（Fig. 5）。雄のGSIの急激な増加は雌よりも時期的に
やや早く現れる傾向がみられた。平均GSIの最高値は
1歳魚が14.4，2歳魚が15.7であった。1歳魚には未熟
個体が含まれているため，それらを除くとGSIは16.2

となり，雌と同様，ピーク時におけるGSIの値に，年
齢による差は認められなかった（t-test P＝0.767）。
また，1，2歳魚とも平均 GSIの最高値は雄よりも
雌の方が高かった（1，2歳魚とも，t-test P＜0.01）。
比肝重値：雌のHSIの平均値は 1，2歳魚とも 7月
に最高を示し，それぞれ2.19と4.05であった（Fig. 5）。
このように，魚体重に占める肝臓重量の割合は明ら
かに 1歳魚よりも 2歳魚の方が高かった。7月以後，
HSIは産卵期に向けて徐々に低下し，GSIのピークが
過ぎた 1月に平均値は最低を示した。このときの 1歳
魚と 2歳魚のHSIはそれぞれ，1.01と1.14であった。

Fig. 3. Seasonal changes in gonadosomatic index (GSI) of the marbled sole sampled in July 1986－January 1989 and 
in June 1998－January 2001. GSI＝GW×100/BW. GW and BW are gonad weight and body weight in gram, respec-
tively. Vertical lines represent the range of standard deviations.

Fig. 4. Seasonal changes in condition factor (CF2) of the marbled sole sampled in July 1986－January 1989 and in 
June 1998－January 2001. CF2＝ (BW-GW)×105/TL3. BW and GW are the weight of body and gonad in gram, respec-
tively. TL is total length in mm. Vertical lines represent the range of standard deviations.
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また，雌では，GSIの増加にやや先行するようにHSI

の一時的な増加が11月下旬から12月上旬に認められた。
雄の場合もHSIの平均値は 1，2歳魚とも 7月に最
高を示し，それぞれ2.15と4.31であった（Fig. 5）。雌
と同様，2歳魚のHSIの方が明らかに高かった。また，
雄では，雌に見られたような一時的なHSIの増加は

見られなかった。雄もHSIの平均値は 1月に最低とな
り，その時の 1歳魚と 2歳魚の値はそれぞれ0.66と0.82

であった。
平均 HSIの最高値には，1歳魚および 2歳魚とも
雌雄間で差は認められなかった（Mann-Whitney’s 
U-test  P＝0.666と P＝0.448）。　

Fig. 5. Seasonal changes in gonadosomatic index (GSI) and hepatosomatic index (HSI) in the 1986 cohort of the mar-
bled sole. GSI＝GW×100/BW. HSI＝LW×100/BW. GW, BW and LW are the weight of gonad, body and liver in gram, 
respectively. Vertical lines represent the range of standard deviations.

Fig. 6. Seasonal changes in condition factor CF1 and CF2. CF1＝BW×105/TL3. CF2＝(BW-GW)×105/TL3. BW 
and GW are the weight of body and gonad in gram, respectively. TL is total length in mm. Vertical lines represent the 
range of standard deviations.
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肥満度：雌 1歳魚の CF1と CF2は 5月に高い値を
示した後 9月まで緩やかに低下した（Fig. 6）。その
後，CF1は 1月前半まで順次増加し，産卵後，一気に
低下した。一方，CF2は 9月以後12月始めまで横這い
に経過した後，産卵終期に向けて急激に低下した。こ
のように，CF1と CF2の値には生殖腺が肥大し始め
る10月頃から産卵が終了するまでの間で明らかな乖離
が認められた。1月後半に最低値を示したCF1とCF2

は以後月を追って増加し，4ヶ月後の 5月頃にはほぼ
最高値に達した。2歳魚も 1歳魚と類似した経過をた
どった。全般に 1歳魚よりも肥満度は高かった。
雄においても産卵期を中心に CF1と CF2の乖離が

認められたが，1歳魚で比較すると，雄の産卵期前の
CF1の増加は雌に比べて急であり，産卵終期の低下は
逆に緩やかであった。雄も 1月後半の最低値から 4ヶ
月後の 5月には肥満度はほぼ回復した。また，全般的
に 1歳魚よりも 2歳魚の肥満度のほうが高かった。

考　　察

1980年代後半と2000年代初頭では，平均的なGSIお
よび肥満度の季節変化に顕著な違いは認められなかっ
た。このことから，この海域のマコガレイの生活年周
期に大きな変化はないと考えられる。同一海域におい
てマコガレイの産卵期の年代的な変化を述べた例はほ
とんどないが，Kume et al.（2006）は東京湾において，
1980年代の中頃と2000～2004年では産卵期に変化がな
いことを報告している。本報では，4，5月の肥満度が，
2000年代初頭のほうが高い傾向が認められた。この違
いが年代的傾向を持つかどうかについては，今後さら
に検討する必要がある。
高橋ら（1983）は，陸奥湾のマコガレイは産卵後
に一旦冬季の摂餌停滞期に入り，春季から活発な摂餌
活動を開始するため，魚体の回復までに約 8ヶ月を要
すると述べ，成魚の生活年周期を，Wintering（Jan. －
Apr.），Recovering（May－Aug.），Maturing（Sep. －
Nov.）および Spawning（Dec.）の 4つの期間に区分
している。また，Shafieipour et al.（2004）は，北海
道南部の木古内湾のマコガレイは産卵後直ちに摂餌を
開始し，4ヶ月以内に魚体を回復させると述べ，成魚
の生活年周期を Active feeding & Recovering（May－
Jul.），Inactive feeding（Aug.－Jan.）および Spawning

（Feb.－Apr.）の 3つに区分している。大阪湾，播磨
灘では Fig. 4 の肥満度の推移から，産卵後の魚体の回
復には雌雄とも約 4ヶ月を要すると推察され，回復期
間について見れば木古内湾の結果に近かった。本報
では摂餌強度の調査はしていないが，上記と同様な考
え方で区分するならば，大阪湾・播磨灘のマコガレイ

の生活年周期は Recovering（Feb.－May），Immature 

& Matureing（Jun.－Nov.）および Spawning（Dec.－
Jan.）の 3区分が妥当と考えられる。
マコガレイ卵の発達様式は部分同時発生型（石田・

北片 1982）であり，産卵は年1回短期間に行われる（松
浦 1969）。GSI，肥満度およびHSIはこのような産卵
生態と関連して変化すると考えられる。

1986年級群の雌の CF1は産卵前に一時的に上昇し
ており，その時の値は，1歳魚および 2歳魚とも 5月
より高かった（Fig. 6）。高橋ら（1983）が述べている
ように，Recoveringの後は摂餌強度が低下し，次の
産卵期に向けて肥満度は徐々に低下していく。特に生
殖腺が肥大する時期はさらに摂餌強度が低下すると推
測される（松浦 1969）。このように魚体が回復し肥満
度がピ－クに達して以降，産卵までの間は，魚体に
蓄えられたエネルギーが徐々に失われていく時期であ
る。したがって，CF1の一時的な増加は魚体のエネル
ギーの増大が主因とは考えにくい。CF1と CF2との
乖離から判断して，産卵期前の雌の CF1の増加は卵巣
の肥大と関連した生理的な現象と考えられる。マコガ
レイについては，実験的に最終成熟の段階（胚胞移動
期以後）で多量の水が卵巣内に取り込まれ（尾城・日
比谷 1981），体重が20％近く増加することが報告され
ている。しかし，この急激な吸水現象は排卵を挟む比
較的短期間に起こる現象と考えられる。また，本報で
は CF1の増加は11月からみられ，この時の平均 GSI

は 1歳魚が3.4，2歳魚が3.1であり，辻野ら（1997）
が報告している生殖腺熟度指数と平均卵径の関係から
みて，卵径は0.3 mm程度と推定される。したがって，
11月時点での卵はまだ卵黄の蓄積期にあると考えら
れる。このことから，卵黄物質の蓄積とともに卵巣へ
の水分の取り込みが卵の最終成熟期だけでなく，もう
少し前の段階から徐々に行われている可能性がある。
雄の CF1についても産卵期前に一時的な増加現象が
認められた。キンギョの雄では排精時に生殖巣の水
分含量が高まることが報告されている（Clemens and 

Grant 1964）。マコガレイにおいても精巣の肥大に伴っ
て水分の取り込みが行われるのかも知れない。

HSIは，雌雄とも基本的には 7月頃を中心とする夏
に最も高く，産卵期および産卵後の 1月および 2月頃
に最も低くなるという年周期を示した（Fig. 5）。しか
し，雌では GSIのピークに先だってHSIの一時的な
上昇がみられたのに対し，雄ではそのような現象は見
られなかった。卵巣の肥大に伴い肝臓重量が増加する
現象はニジマスでも報告されている（Takasima et al. 

1971; 野村 1963）。また，サバでは，卵形成期になる
と雌の肝臓重量は急激に増えるが，雄ではそのような
現象はみられないことが報告されている（野口・尾藤  



96 反田・中村・岡本

1953）。本報で雌のHSIの上昇が認められた11月から
12月前半は，卵の成長期にあたり，卵黄物質の蓄積が
盛んに行われている時期と推察される。したがって，
産卵期前のHSIの上昇は，肝臓における卵黄前駆物
質の合成（長浜 1991）と関連した変化と推察される。
本報では1980年代後半と2000年代初頭の調査結果を
比較し，これら年代間でマコガレイの生活年周期に顕
著な変化が認められないことを示した。しかし，この
間に播磨灘の年平均水温は約1.0℃上昇しており（堀ら 

2005），漁獲量の推移からみて資源水準は大きく低下
していると推察される。このような漁場環境や資源水
準の変化が成長などの資源生物学的なパラメータにど
のような影響を与えているかについて今後検討される
必要がある。

要　　約

大阪湾・播磨灘において底びき網で漁獲されたマコ
ガレイの生殖腺体指数（GSI），比肝重値（HSI）およ
び肥満度の季節変化を調べた。1980年代後半（1986年
7月～1989年 1月）と2000年代初頭（1998年 6月～2001

年 1月）では，平均的なGSIおよび肥満度の季節変化
に顕著な違いは認められなかった。この結果から，
大阪湾・播磨灘のマコガレイの生活年周期に両年代
間で大きな変化はないと考えられた。肥満度の推移か
ら産卵後の魚体の回復に雌雄とも約 4ヶ月を要すると
推察され，生活年周期は Recovering（Feb.－May），
Immature&Matureing（Jun.－Nov.）および Spawning

（Dec.－Jan.）の 3区分が妥当と考えられた。同一年
級群（1986年級）の HSIを詳しく追跡した結果，雌
では産卵期に先行してHSIの増加現象がみられたが，
雄ではみられなかった。また，生殖腺も含めた魚体全
体の肥満度が産卵期に雌雄とも一時的に増加する現象
が認められた。
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