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卵巣の組織学的観察による中西部熱帯太平洋における

　　　　　　　カツオの成熟と産卵生態の推定

芦田拡士，1田邉智唯，2鈴木伸洋1＊

（2006年1月23日受付，2006年11月9日受理）

1東海大学大学院海洋学研究科，2㈱水産総合研究センター遠洋水産研究所

Maturation　and　spawning　activity　ofskipjacktunaK薦撚o欄ヵぬ繍in　theWestem

　　　Central　Paci且c　Ocean　as（1etermine（l　by　ovarian　histological　observation
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　　The　ovaries　of395skipjack　tuna　K傭謝o％3ヵ廊解おfemales　caught　by　purse　seine　from　October2003to

January2005inthetropicalregionoftheWestemCentralPaci且cOceanwere　studiedbyhistologicalobservation

and　classified　into　the　ovari＆n　maturity　phases，Hrs亡mature　individuals　began　to　appear　at40cm　in　fork　length

（FL）and50％maturity　was47．9cm　in　FL．The　appearance　time　of　the　final　mature　phase　was　between15：00to

21＝00．The　ovarian　maturity　phase　should　not　be　distinguished　by　the　gonad　index　because　it　is　not　correctly

re且ected　ineachmaturityphase．Whilepre－nucleus　oocyteoccupied80％ormore　oftheovary　onaveragein　any

maturity　phase，yolked　oocytes　were5－10％。The加al　and　active　mature　phase　and　the　post－ovulated　phase　in　the

ovary　of　mature　females　were　observed　throughout　the　year，but　the　inactive　mature　phase　rarely　existed。These

results　indicate　that　almost　mature　skipjack　tuna　females　in　this　area　spawn　one　night　all　the　year　roun（1an（1they

do　not　have　an　annual　reproductive　cycle，

キーワード；カッオ，産卵，成熟，組織学的観察，中西部太平洋，卵巣

　カツオK4孟3観碗欝勿如郷澹は全世界の熱帯・亜熱帯

を中心に分布する高度回遊性魚類として知られ，沿岸か

ら遠洋漁業における重要な漁獲対象種の一つである。

2003年の中西部太平洋全体の総漁獲量約119万tのう

ち，中西部太平洋熱帯域では約103万tが漁獲され，そ

のうち我が国では約13万tを漁獲している。1）

　一方，この海域は本種の主要な産卵・初期育成場2陶

と考えられており，その産卵時期については，過去の仔

稚魚調査結果から夏季を中心とする説5）と冬季を中心と

する説6）があった。しかし，その後の大規模調査によ

り・仔稚魚が周年にわたって出現することが報告された

ため，周年産卵することが推定された。鋤一方で生殖腺

調査結果からは，産卵期が夏季，7－9）冬季10）または夏季

と冬季の両方に存在する11）ことが示唆されている。永

沼12）は生殖腺の組織観察と生殖腺指数（GI：Gonad　In－

dex）との対応から，卵巣成熟度ごとのGI基準を設け，

最も発達した熟度である完熟魚が本海域において周年出

現することを明らかにしているが，排卵後濾胞や閉鎖濾

胞のような産卵を推定する上で組織学的に重要な形質を

考慮していない。本研究では，周年にわたる卵巣の詳細

な組織観察から中西部熱帯太平洋における成熟。産卵期

の推定を行い，カツオの再生産機構解明の一助とするこ

とを目的とした。

材料および方法

　材料　水産総合研究センター開発調査部の調査船第

18太神丸により，2003年10月～2005年1月に中西部
熱帯太平洋（12。N～10。s，158。E～175。E）のFig。1に

示す地点で，まき網によって漁獲されたカツオ雌395

個体の卵巣を使用した（Table1）。組織観察に用いた個

体は漁獲日，漁獲位置及び採集時刻，水温，魚群性状を

記録し，1操業あたり雌5個体前後，1航海で合計50

難＊TeL：8・一543－34一・4・・．Fax：8・一543－37一・239．Emai1：n・buhir・＠scじ砕t・kai．acね

難
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個体ずつを無作為抽出し，尾叉長（FL），体重（BW），

卵巣重量（GW）を測定した。生殖腺指数は，既往の知

見12）に従いGI＝GW（g）／FL3（cm）×104により求めた。

カツオは卵巣の部位による卵母細胞径分布に差がな

い13）とされているため，左右どちららかの卵巣中央部

約3cmを任意に切り取り，10％中性ホルマリソで船上

固定した。この卵巣組織片をエタノール系列で脱水後，

常法に従ってパラフィソ包埋し，厚さ4～8μmの切片

を作成し，マイヤーのヘマトキシリソ・エオシンニ重染

色を施し，光学顕微鏡で組織観察を行った。なお，本研

究では生理的な退行とは明らかに異なる病原体の寄生等

による卵母細胞の異常変性像が観察された58個体につ

いては，以下の結果から除外した。

　卵母細胞の発達段階　浅野・田中，11）Hunter　et　aL，14）

Hmter　and　Macewicz，15）Schaefer16・17）を参考に，周辺

仁期，卵黄胞期，前・後期卵黄球期，核移動期の卵母細

胞の発達段階各期および吸水卵と排卵後濾胞を確認し

た。卵黄球期細胞の退行現象については，Hmterα
σ1．14）を参考にα閉鎖濾胞と更に退行したβ閉鎖濾胞に
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Fig。1　Map　showing　the　sampling　area　and　collection

　sites（circles）in　the　tropical　region　of　the　Westem

　Central　Paci且c　Ocean．

分けた。

　個体の卵巣成熟度区分　卵巣内に卵黄球期以降の発達

した卵母細胞をもたない個体を未熟段階（lmmature

phase），核移動期の卵母細胞，吸水卵および，排卵後

濾胞を持つ個体を産卵段階（Spawningphase）とし，

更に産卵段階において核移動期の卵母細胞または吸水卵

が観察された個体を，排卵直前の状態である最終成熟段

階（Finalmaturephase），そして排卵を終えて，卵巣

内に排卵後濾胞が観察された個体を排卵終了段階（Post－

ovulated　phase）に細分した。加えて北米カタクチイワ

シE％8劣α％傭窺砿4砿，15）キハダTh％％％sαZ蝕6醐6s17）の

熟度段階に準拠し，未熟段階，産卵段階にない個体のう

ち，卵黄球期の卵母細胞の50％未満がα閉鎖濾胞で占

められる個体で，産卵を行う可能性があるものを産卵移

行段階（Activematurephase），卵黄球期の50％以上

がα閉鎖濾胞で占められる個体を産卵停止段階（lnac－

ti▽ematurephase）とした。そして，未熟段階以外の

個体を総称して成熟個体（Mature飴h）とした。

　半数成熟体長と卵巣内に占める各発達段階の卵母細胞

組成　成熟個体の出現割合を尾叉長2cm間隔で集計し

て，以下のロジスティヅク曲線式を用いて半数成熟体長

（FL50）を求めた。なお，0およびδのパラメータ推定

には最尤法を使用した。

　　P（FL）＝1／（1＋6（一（α＋わFL）））

　　P（FL）：尾叉長（FL，cm）における成熟割合

　更に光学顕微鏡の単位視野（×40）内に出現する各

発達段階の卵母細胞数を1切片につき3～5ヶ所計数し

て，その平均値を算出し，卵巣内に占める発達段階ごと

の卵母細胞出現比率（組成率）を卵巣成熟度ごとに求め

た。

結　　　果

　尾叉長別における成熟個体の出現状況　尾叉長別の成

熟個体の出現状況をFig．2に示した。採集個体（N＝

395）のうち異常な卵母細胞を除いた供試個体（N＝337）

Table　l　Sampling　data　for亡he　skiplack　tuna　in　the　tropical　region　of　the　Westem　Central　Paci批Ocean　during2003－2005

Sampling　period
No．of

individuals
　　　　　　Mean±SD

Fork　length（cm） No，indivi（luals　by　time　of　day

Range 6－9　　　　9－12　　　　12－15　　　　15－18　　　　18－21

220ct．一1Nov．2003

12－25Dec．2003

21Feb。一4Mar．2004

14－23May2004
2－17Jul・2004

1－16Sep．2004

230ct，一5Nov．2004

21Dec．2004－2Jan．2005

50

50

50

50

50

50

45

50

58．0±9．5

47．2±9．6

43．0±3．9

58．7±10，4

52．2±8．9

50．4±6．6

49，9±8．9

46．0±10．4

35．0－70．0

32。0－69。0

43．0－74．0

38，0－61．0

35．0－72，0

40．0－68．0

34．0－72，0

30．0－73．0

45

46

35

40

50

45

36

35

5
4
15

5

5

5

9
10

5
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Fig．3　Frequency　of　ovarian　maturity　phase（excluding

　immature　phase）at　each　sampling　time　in　the　tropical

　regionofthe　WestemCentralPaci且c　Ocean．Po，post－

　ovulated　phase；Fm，丘nal　mature　phase；Iam，inactive

　mature　phase；Am，active　mature　phase．

　　のうち59．3％が成熟個体であった。尾叉長30cm台で

　　は全ての個体が未熟段階にあったが，40－42cm未満で

　　初めて成熟個体が出現し，42－44cm未満で0．08，44－46

　　cm未満で0．35と低い値であったが，46－48cm未満で

　　0・65，となり，体長に比例して成熟個体の出現比率も増

　　加した。その後，50から74cmでは，56－58cm未満を

　　除いて0，9～1になり，大部分の個体が成熟していた。

　　ロジスティック曲線はP（FL）＝1／（1＋6（12・0117－o’25114FL））

　　の関係式で表わされ，半数成熟体長（FL50）は47．9cm

　　と推定された。

　　　採集時刻における成熟個体の出現状況　採集時刻別に

　　成熟個体の出現状況をFig．3に示した。6時から15時

　　では産卵移行段階，産卵停止段階，排卵終了段階の個体

　　が出現しているが，最終成熟段階の個体は存在しなかっ

籔、た・一方・・5一・8時では最終成鰍階の個体が大紛

が，全ての個体が最終成熟段階にあった。なお，21時

から翌朝6時までの時問帯には採集を実施しなかった

ので，この時間帯の個体は得られなかった。

　卵巣成熟度別における卵巣内での卵母細胞の発達段階

ごとの出現状況　卵巣成熟度ごとにおける卵母細胞の各

発達段階別の卵巣内出現比率（卵巣内組成率）をTable

2に示した。未熟段階個体では，周辺仁期が卵巣全体の

98．9％を占めた。産卵移行段階個体では周辺仁期が

89．5％を占め，卵黄球期の卵母細胞は5．5％，α閉鎖濾

胞が0．3％であった。最終成熟段階と排卵終了段階の個

体では，周辺仁期が80％以上を占め，卵黄球期の卵母

細胞は約10％であった。卵黄球期細胞の退行卵である

α閉鎖濾胞は最終成熟段階個体ではみられなかったが，

排卵終了段階個体ではわずかに（0．1％未満）観察され

た。最終成熟段階個体における核移動期の卵母細胞は

2．8％，そして排卵終了段階における排卵後濾胞の出現

は，0．9％であった。一方，産卵停止段階個体では，周

辺仁期は95，1％，α閉鎖濾胞は1．3％であった。また，

α閉鎖濾胞の更に退行が進んだβ閉鎖濾胞は，どの熟度

においても平均で0．02～1．5％の範囲で出現した。

　卵巣成熟度とGIとの関係　各卵巣成熟度とGI平均

値±標準偏差（最小値一最大値）との関係を調べた。未

熟段階ではL20±0．62（0．17－2．97）とGIは低い値を

示した。産卵移行段階では3，35±1。33（1．01－7，55）と

なり，最終成熟段階には7．27±1．84（3．63－10．4）とな

りGIは急激に増加した。排卵終了段階では，5．01±

1．53（1．76－8．93）と最終成熟段階に比べ減少した。産

卵停止段階では2．34±0．55（1．95－2．73）とその値は更

に低くなり，最終成熟段階および排卵終了段階と比較す

るとGIは大幅に減少したが，産卵移行段階との間には

有意差は認められなかった（オ検定，ヵ＞0．05）。

　GI階級ごとに各卵巣成熟度の出現状況をFig，4に示

した。未熟段階はGI　O－1未満で出現率が最大（98．5％）

となり，GIの増加とともに出現率は減少していき，GI

3以上では出現が見られなかった。産卵移行段階個体

は，GI　Oから8未満までの各階級に出現が見られ，GI

3－4未満で最大（58．5％）となったが，その後GI7－8

未満までは減少傾向にあった。最終成熟段階はGI3－4

未満で初めて出現し（2．4％），GI5－6未満以降ではGI

の増加とともに出現率は増加し，GI9から11未満の個

体は合計3個体であったが，これらの個体全てが最終

成熟段階であった。排卵終了段階個体は，GI1－2未満

で始めて出現し（4．3％），GI6－7未満まで増加傾向を

示し，GI7から9未満では減少傾向にあった。産卵停

止段階にある個体は2個体であり，GI1から3にそれ
ぞれ出現した。

　採集月別にみた成熟個体の出現状況　未熟段階にある

個体と成熟個体および産卵，産卵移行，産卵停止の各段



440 芦田，田邉，鈴木

Table2　0varian　maturity　phase　and　ratios　of　oocyte　stage　measured　in　the　ovary　of　female　skipjack　tuna　caught　in　the　tropical

　　reglon　of　the　Westem　Central　Paci且c　Ocean

Ovarian　maturity　　　No．of
　　phase　　　　　　　　specimens

Ratio　of　oocyte　stage　（％）

Pn Yv Yo　　　Mn　　　Pf α β

Immature 137

Average　　　　98．9

Max。　　　　100．O

Min，　　　　92．5

1．0

7．5

0．0

0，0

0．0

0．0

0．0　　　0．0

0．0　　　0．0

0。0　　　0．0

0．0

0．0

0．0

0．1＞

2．2

0．0

Active　mature 73

Average　　　　89．5

Max．　　　　99．6
Min．　　　　　　　　79．1

4．1

10．8

0．4

5．5　　　　　　0．0　　　　　0．0

16．9　　　　　　0．0　　　　　0．0

0．1＞　　　　0．0　　　　0．0

0．3

4，8

0、0

0．6

6．5

0．0

Final　mature 16

Average　　　　82．6

Max　　　　　86．8

Min　　　　　73，7

4．5

6，7

3．2

10。1

18．4

6．3

2，8　　　　　0．1＞　　　　　0．0

4．4　　　　　0．5　　　　　　0．0

0。3　　　　　0．0　　　　　　　0．0

0．1＞

0．2

0．0

Post－ovulated 109

Average　　　　84．1

Max．　　　　　　　　95．3

Min．　　　　　　　　67．8

4．2

13．0

1。6

10．7

23．5

2。0

0．0　　　0．9

0．0　　　3．0

0．0　　　0．0

0．1＞　　　0，1
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階における採集月別の出現状況をそれぞれFig。5に示

した。成熟個体は周年にわたって出現したが，採集月に

よって出現状況が大きく異なり，2004年2－3月に最小

（26，5％），同年5月に最大（90。0％）の値になった。成

熟個体における産卵段階個体は調査全月に出現したが，

その出現状況は採集月によって変動し，2004年7月に

最小（28．0％），同年9月に最大（92・1％）の値を示し

た。産卵移行段階は2004年9月に最小（7．9％），同年

6月に最大（68・0％）であった。産卵停止段階は，2qo3
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Fig．5　Mon亡hly・change　in　mature　fish　（upper）and
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年10－11月と2004年6月にそれぞれ出現しただけであ

った。
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考　　　察

　卵巣の組織学的観察から中西部熱帯太平洋ではカツオ

雌は尾叉長40cmを超えると成熟する個体が出現し始

め，48cmで成熟個体の出現率が50％を超え，50cm

以上では殆どの個体が成熟し，半数成熟体長（FL50）

は47．9cmであると推定された（Fig．2）。マーシャル

諸島周辺海域では尾叉長40～45cm，7）ハワイ周辺水域

でも40～45cm，9）西部熱帯太平洋においては体長40

cm以上になると成熟を開始し，本格的に産卵に寄与す

るのは46cmと報告されている。12）そして西インド洋で

はFL50は42cmと報告されている。18）本研究では，排

卵直前状態にある最終成熟段階の個体出現時間帯が少な

くとも15から2！時に漁獲された個体にのみ見られた

（Fig．3）。Hunter切α」．14）は，南太平洋において核移動

期の卵母細胞をもつ個体の出現時刻が夕方に限定される

ことを報告しており，吸水卵を得るためには21時以降

に個体を漁獲することが必要であると推定している。カ

ッオと近縁種のキハダ17）やメバチTh観％％s　oわθs％s19）に

おいても核移動期の卵母細胞を持つ個体の出現時刻が

17～18時前後にピークを迎え，吸水卵の出現は19時前

後と報告されている。これらのことから，カッオにおい

ても産卵活動の日周性をもち，夜問産卵を行っている可

能性が推測された。キハダ17），メバチ19）では排卵後濾

胞が確認できるのは排卵後約1日まで，北米カタクチ

イワシ15）では排卵後濾胞の再吸収に約2日を要するこ

とが報告されている。カツオでは，飼育実験により排卵

後濾胞の判別ができるのは24時間以内と報告されてい

る14）ことから，排卵後濾胞をもつ個体は採集時刻から

24時間以前までに産卵を行った可能性が高いと考えら

れた。本研究でのまき網の採集時刻は早朝から正午まで

に偏っている（Table1）ことから，核移動期の卵母細

胞や吸水卵に加えて，排卵後濾胞の存在の有無による産

卵個体の判定を行うことができた。

　カツオで観察されたような排卵後濾胞をもつ個体に卵

黄球期の退行現象であるα閉鎖濾胞が出現する現象

は，北米カタクチイワシ，15）キハダ17）等に代表される多

回産卵魚でも認められる現象であり，これらの魚種では

卵巣内にα閉鎖濾胞が存在しても産卵活動を行ってい

ると推察されている。本研究の1年4ヶ月におよぶ調

査の結果から，当該海域のカツオの卵巣においては，卵

黄球期以上に発達した卵母細胞の出現比率（組成率）が

低く，産卵停止段階個体の出現が少ないこと，および尾

叉長50cm以上における未熟段階個体の出現率の低い

ことが明らかになった（Fig．2）。これらのことから推

察して，中西部熱帯太平洋におけるカツオは産卵停止か

ら産卵を再開するための再成熟までの生殖サイクルが比

較的短いと考えられた。また，周年にわたって成熟個体

の大部分が産卵移行段階と産卵段階にあり，卵巣成熟度

の出現に周期性が見られないことは，当該海域において

年周期的な生殖リズムが存在しないことを示唆している

と考えられる。そして，卵巣内に占める卵黄球期より発

達した卵母細胞の出現比（組成率）が低いことが明らか

になったが，他の海域でのカツオの卵巣内における卵母

細胞の出現比率（組成率）についても明らかにすると共

に，これらのことをより明確にするためには，飼育実験

等の新たな手法を用いた実証が必要であろう。

　丹羽20－22）は卵巣の組織観察と卵径から周辺仁期から

第2次卵黄球期までの卵母細胞群をもつ個体，第3次

卵黄球期までの卵母細胞群をもつ個体，核移動期までの

卵母細胞群をもつ個体，吸水卵までの卵母細胞群をもつ

個体に熟度をそれぞれ区分した。永沼12）はこれらの熟

度区分においてGI範囲を95％信頼区間で求め，GI＜4

未熟魚，4≦GI＜6を半熟魚，6≦GIく8を成熟魚，8≦

GIを完熟魚と定義した。本研究では，全体としてはGI

の上昇とともに卵巣成熟度も進行する傾向にあったが，

産卵移行段階と産卵停止段階の各個体において，それぞ

れの平均GIには有意な差が見られず（オ検定，ρ＞

0．05），この両段階をGIのみで区別することは不可能

であった。また，永沼12）の定義したGI6以上の成熟期

以降の段階における卵巣の組織学的特徴は，本研究の最

終成熟段階に相当するが，今回のGIと各卵巣成熟度と

の関係においては，GI3－4未満でも最終成熟段階にあ

る個体が出現し，GI6から9未満の各階級では大部分

の個体が排卵終了段階の個体であった。本研究結果と永

沼12）の卵巣熟度結果と一致しない原因として，本研究

では排卵後濾胞をもつ個体を排卵終了段階としたこと，

最終成熟段階個体の出現時刻が15～21時にあり，永

沼12）のGI区分ではこの時刻が考慮されていないことが

あげられる。更にカツオ雌ではGI2から8未満の各階

級において各卵巣成熟度の出現状況がGIと必ずしも相

関しない場合が多く，GIのみで組織学的に定義した卵

巣成熟度を正確に反映することほ難しいと考えられた。

　過去の生殖腺調査による産卵期の推定は，マーシャル

諸島7），フィリピン周辺海域，8）ハワイ周辺海域，9）マー

ケサス諸島10）では生殖腺の解剖観察と卵径測定から周

年産卵の可能性を示唆しながらも，産卵期を冬季中

心，10）または夏季中心7－9）と報告している。浅野・田

中11）は採集月別のGI変化と卵巣の組織観察から，産卵

期を夏季と冬季の年2回としている。また，永沼12）は

完熟魚の地理的分布を半年ごとにまとめたが，完熟魚の

推定には採集時刻が考慮されていない。本研究では卵巣

組織像から，排卵後濾胞と閉鎖濾胞を考慮して採集月別

に卵巣熟度判定を行った結果，当該海域では周年産卵の

可能性が示唆された。この推定は，卵巣内に残存する吸

水卵から周年産卵を証明した東部太平洋の報告23）や過
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去の仔稚魚調査結果から周年産卵を推定した報告3・4）と

一致した。
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