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東北水研研究報告

第 20号

Mar. 1962 

東北海区に j示ける稚魚の研究※

II. ア ジ科 Carangidae

(マアジ，ムロアジ類，プリ類)

達 繁

STUDY ON  THE LARV AE  OF FISHES IN THE NORTH-EASTERN 

SEA AREA ALONG THE PACIFIC COAST OF JAPAN 

Part II. Carangidae Jack-mackerel， Scads and Yellow-tails 

by 

Shigeru ODATE 

The present paper gives the reslllts of the larva investigatio且 ofthe family Cαrangidae which 

wer巴 collectedwith the slIrfaciallarva-net in the North-Eastern Sea Area along the Pacific Coast of 

Japan during the 12 years from 1949 to 1960. 

1) During this period， th巴 Sp巴ciesoccurred as follows: j乱ck-macker巴1Traιhurus japonic叫S

TEMMINCK et SCHLEGEL， scads Deια:pter叫sge叫 .spp.， yellow-talis Seηota q叫Z叫quel'adiataTEMMINCK et 

SCHLEGEL， S. P叫rp叫γαsce冗S TEMMINCI王 etSCHLEGEL and Seliola sp.， burimodok王iNαιγαtes i 

CUVIER et V ALENCαIENNES， ka似lwar口iCαグα?η包;¥:eq叫叫JμaTEMMINCK et SCHLEGEL and others目 The jack-

mackerel had occl1pied the greatest collection among these species and the yellow-tail "Buri" was 

second and others few 

2) A great majority of th巴 jack-mackerelwas captl1recl cll1ring May to JlIly in the Joban sea 

area and the mea且 temperatureat which they were capturecl was， became higher with the advancing 

of the months， 180C in May， 190C in Jl1ne and 210C in July 

3) It seems that the group captured in May hacl happened to clirft into this part from the 

southern sea area， while the smaller grollp occurred in this region 

4) Most of the yellow-tail "Buri" was captured in the Joban region. It was possible to presl1me 

that the some groups must been existed among the larvae of the yellow-tail， basing on body length 

frequency: for example small size grol1p (10 to 20 mm  in bocly length)， the medium size group (30 to 

60 mm) and the large size grol1p (60 to 90 mm). 

5) The larvae of Carangidae are distributecl 50 far as 1，000 miles away from the coast of this 

region， bl1t the northern extremity of their distribution is suggestecl to be at about 410 N 1atitl1de. 

アヲ科魚類の中には、マアヲ・ムロアヲ類・ブリ等の重要魚種を含み、 我国近海漁獲物の中で主要な位置を

占めている。 近年ζれらについての資源生物学的研究も盛んに行われるよう lとなったが、他の多くの重要魚種

と同様に、乙れらの生活史 ・生態等については明らかでない点が頗る多い。 アジ類はもともと暖海性の魚種と

考えられているが、我国近海においては各地方で漁獲がみられ、春季暖流の北上と共lζ東北海区へも来瀞する。

※東北海区水産研涜所業績第 187号
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東北海区における稚魚の研究

併しアジ類とブリ類では環境条件iζ対する適応性にかなり差があり 、 夫々の中でも種類によって分布・回瀞

等生態iζ差異が見られる。 )I[崎 (1959) はマアジの県別漁獲量の重心の移動からその回訪?を追跡し、東北海区

では福島県以潟、 日本海では新潟県以南の水域では周年に亘って漁獲されるが、 それ以北では初夏から暖秋の

候にかけて来瀞することを示した。 北海道周辺では殆んど漁獲されないから、東北海区北部が略々その分布の

末端と考えられる。ブリでも大体同様な傾向を示す。 このように分布の北端水域における成魚の回瀞或いは卵

・稚仔の出現状態が、夫々の資源量とどの様な関係をもつものか、 産卵場又は補充添加苦手l乙対して我国近海に

おける限界を明らかlζする意義も大きいと考えられる。

ζの報告では、前報(小逢 1956，1961) K引続き 、東北海区において稚魚網で採集された稚仔魚の中、アジ

科魚種について考察した。 使用された稚魚網は口径1.3m，網長 4.5m，GG No.54及び No.30飾絹付綬子

網製のもので海の表層を 5 分間 1~2 節の速力で曳航したものである。

本報告を発表するに当って御指導を戴いた九州大学名誉教授内田恵太郎博士iζ感謝申し上げる。 又校閲をし

て戴いた当水研所長木対喜之助博士，資源部長山村弥六郎博士に御礼申し上げる。 更に本資料の採集調査に協

力された資源部各位と調査船乗組員各{立に深謝する。

I 東北海区の漁獲量

アジ類の近年の漁獲量は飛躍的に増大し、 1952年以後の全国漁獲量は 20万トン台， 1957年には 30万ト

ン台となり、最近では 40万トンを超えている。 一方ブリ類は乙れに比べると総漁獲量も少なく 、略々平衡状

態で、年漁獲量の変動はそれ程大きくはない。この中東北海区*で漁獲される両者の割合を知る為lζ、1952~ 

1959年の年平均漁獲量から各海区別の比率を求めて第 1図に示した。 即ちアジ類は東北海区では、全国漁獲
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量の約 2%， 5，000 トン前後にすぎないがブ

リ類は 13%で6，000トン位が平均して漁獲さ

れている。 アヲ類の中にはムロアジ類も含ま

れているから、両群の相対的変動傾向につい

ては不明であるが、両者を区別して統計され

て来た 1957年以降の農林統計によって漁獲量

を比較してみると、 1957~1959 年のムロアジ

類の年平均漁獲量は約 3.2万トンで周期間の

マアジの約 10%である。 この中ムロアジ

類は東支那海区で約 30%，太平洋中区で51%

及び太平洋南区で 16%が漁獲されているか ら

それ以外の海区での漁獲は極めて僅かであ

る。東北海区では殆んど漁獲されていなし、か

ら、前記アジ類海区別平均漁獲量の中、東北

海区のものは大部分がマア?とみられる。

又ブリ類の中で、 ヒラマサ・カンパチ等の占

める割合は不明である。

東北海区における乙れらの回滋状況は、 第

2図K示した各県の月別平均漁獲量の推移か

ら推定される。東北海区太平津岸における

分布範囲は略々北海道襟裳岬以南の水域で

マアジ・ブリ類も同様K、大体初夏の侯から

晩秋までの期聞に多く漁獲され、漁獲量の重

心は南方から次第に北上する。 これらの魚種

海
区
別
百
分
率

*東北海区とは農林統計の太平洋北区(茨城~青森)と北海道南区(渡島~釧路)との合計を示した。
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第 2図 県別平均漁獲盆の季節的変動

- 0ー プリ類

本海区で周年漁獲されるのは、 マアヲでは福島県以南(JII ~庵 1959) 、 ブリ類では冬季は極めて少量ではあるが

各県と も略々周年K亘って漁獲されている。 但し初夏から夏へかけての漁獲が最 も多く 、茨城・福島 ・岩手の

各県では 11月・ 12月にも漁獲されるクツレープがあり 、プリはマアツよりも水温適応範囲が広い ζ とを示して

いる。 そして東北海区ではムロアヲ類は殆んど漁獲きれない。

類

1949年か ら 1960年までの期間、 本海区で採集されたアヲ科稚仔の種類と採集回数及び尾数は第 E表の通

りである。 ζれらの中総採集尾数ではマアツが最も多く、次いでプリが多い。マアヲの採集数は東北海区で稚

魚網Kよって採集される稚仔魚の中でも主要なものの一つである。 ムロアヲ類の中には、数種類が含まれてい

るものと推定されるが、種の同定が困難であったので、 ζ 〉では一括してムロアヲ属とした。 プリは当水研

で実施しているサンマ産卵調査(未発表)の際 H 流れ藻H と共lζ採集された標本を加えると相当多くなる。そ

の他カンパチ ・プリモドキ ・カイワリ等の種類は全期聞を通じて数尾程度しか採集きれなかった。 次IC採集数

の多かった 7 アツとブリについて生態的考察を行った。

種の仔稚II 

Trachurus japonicus TEM MINCK et SCHLEGEL 

時間及び空間的K厳密な定量的比較を行う ζ と

、.
、ノ

採集数の年変動

稚魚網によ る調査航海は計画的lζ実施されたわけではなく 、

( 96 ) 
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東北 海 区 に おける稚魚の研 究

は無理であるが、毎年同じ時期には大体同じよう な水域を調査しているので、或程度各年の分布状態を比較し

得る。 第 2表K示した曳網及び採集実績からみると、東北海区におけるζれらの稚仔の出現状態にはかなり

の年変動がみ られる。 即ち 1953年は採集量が極めて多く 、特に集中的i乙入網した場合が他の年K比較して

甚t:'多かった。 全期聞を通じて最多採集数は乙の年の 7月 25日， 370-54'N， 1440-33'E， 22.80C の調査点

で 1網 511尾を採集した ものである。

併し全体的Kみてl網当り採集尾数では 1固に 1尾しか入網しなかった場合が全採集回数の約1/2(第 S表)

10尾以上の大量採集は約 11% であった。 之に対し採集数では、1網 10尾以上採集された場合の合計尾数

は全体の 76% (約 3/4) を占めている。 乙れらの点から考えると、東北海区におけ るマアヲ稚仔の分布は

マサパ(小達1961)及びカタクチイワシ(小遼 1956)の場合と同様lζ、一般的傾向としては数尾程度採集され

第 1表 アジ科稚仔の採集表 (1949-1960年)

和 種 名 |採集回数 |採集尾数

ムロアジ属 Decapteγ叫sspp 16 22 

"< ア ン Trachur叫siaρonic~es (TEMMINCK et SCHLEGEL) 194 1，573 

カイワリ Cara叩xequ叫lαTEMMINCKet SCHLEGEL 4 5 

プ リ Seriola q叫tnq叫erαdiatαTEMMINCKet SCHLEGEL 
108 

*28 123 
カンパチ Seriola p叫rjう叫rascensTEMMINC:;: et SCHLEEGEL 

3 3 
ブ リ 属 Seriolαsp 

3 3 
プリモドキ Naucrates indicus CUVIER et VALENCIENNES 8 8 

そ の 他

* 1959・1960年に流れ淡から採集したもの。

第 2表 年別採集実績 (稚魚網による採集数)

~I ~~ø てr ア ン プ

回 数 |尾 数 |回 数|尾 数

1949 312 6 1 
1950 313 2 2 
1951 287 1 1 
1952 351 9 28 3 5 
1953 378 25 947 1 1 
1954 365 9 51 1 
1955 201 3 5 1 1 
1956 308 33 144 一
1957 176 18 42 
1958 535 14 103 7 10 
1959 651 73 240 21 79 
1960 591 8 11 9 9 

第 3表 マアジ稚仔 1網当り採集護士の分布 ( 4月-11月)

尾 数階級|回数 I % I尾 数 I % 

1 94 48.7 94 6.0 
2 32 16.6 64 4.1 
3 18 9.3 54 3.4 
4 11 5.7 44 2.8 

5~ 9 17 8.8 118 7.5 
10~ 49 18 9.3 336 21.4 
50~ 99 
100~499 2 1.0 351 22.3 
500~ 1 0.5 511 32.5 

193 n
L
 司，戸、u-
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小遼 繁

る場合が多いのであるが、年により又場所rc:よっては相当密集している水域 もあ るといえる。

昼間と夜間の採集数を比較すると、夜間は昼間よりも尾数が多い。 1953年 7月、常磐沖で連続的fe採集され

たものは全部夜間曳網によるものであって、昼間は少なかった。 ζのときの採集数は全標本の中で占める割

合が非常に大きいので、ζれを除外して、その他の標本について比較しでも 、夜間採集数は昼間の約 2.5倍も

多かった。

出現期の季節的変動

東北海区においては既iζ4月から本種の稚仔が採集されているが、 4月の調査は非常に少ないので、どの程

度のものか明らかでない。 その後漸次増加し

て、盛夏の候が最も多い(第 S図)。 即ち

採集回数では 8月、採集尾数では 7月が最 一

大であった。 9月以降は稚魚網の曳航が相'】

当数多く実施きれているにも拘らず、 殆んど

採集きれていない。 従って本種は所謂春産

卵グループlζ属する暖流系の魚種lζ包含され

るものと考えられるが、 マサパの稚仔と比較 採

するとこの海区附ける出現時期l乙差が認め登山1

られる。 RPちマサパは採集回数 ・尾数とも 数

5月rc:最高で、以後減少するが、 マアジでは

盛夏の候に最大値がみられ、乙の間約 2ヶ月

のずれがある。 これは両種の産卵又は回溺生

態の差異lζ基くものと考えられる。 秋季に

は10月と 11月に常磐近海で夫々 l尾採集され

ただけである。

分布水温

マアジ稚仔が採集されたときの 表 面水混

は、調査期間を通じて 120~270C の広範囲

に亘り、 本種の水温環境適応性のl隔がかなり

大きい ζ とを示している。 水温 lOC階級毎

の採集回数と尾数を月毎lζ集計して 百分率を

求め第 4図が得られた。 この図から明らか

なように、初夏と盛夏では出現水温lとかなり

の差がみ られる。 水温 lOC階級における

採集回数の mocleは 5月には 180C である

が日月は 190C、7月は210C と漸次高まり、

8月には 240Crc:達している。 採集尾数にお

いても 略々 ζれと平行して最多獲水温が次第

lζ上昇する。 ζのような変動は、東北海区

lζおける他の暖水性魚種例えばマサパ・カタ

クチイワシ等の場合と同一傾向を示すもので

ある。

地理的分布

マアヲ稚仔の採集点別の分布を月毎に記号

別に附図 Ife示した。 5月には本海区南部

の常磐水域で比較的沖合の 100~200 淫附近

に密集してみられる。 6月にも路々同様な水

、、
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第 3図 ママジ稚仔採集数の季節的変動 (1949~1960 年)
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第 4図 ママジ稚仔の水温別出現頻度
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東北海区における稚魚の研究

域であるが、 7月Kなると分布の中心は檎々北へ移行し、 金華山沖合 50~200 浬附近に多い。 8 月には金華

山から八戸沖K至る三陸近海から沖合まで広く分布する。 又 400~500 湿の沖合でも 1 網で多数採集される

ζ とがあり、マサパよりも沖合へ広く分布している。 併し大体北緯 410 線以北の水域では採集されていない。

体長組成

採集された稚仔について 5mm階級毎の体長組成を第 5図Iζ示した。 体長は吻端から尾柄肉質部末端まで

(仔魚では ζの測定部位は極めて明瞭である)の体長 BLを測定した。 全長 TLとの関係は次の式によって求

められる。

TL = 1.153 BL十 0.017 (mm) 

ζれら稚仔の体長範囲は最小約 4mm から最大 55.0mm (1957年 8月， 420-28'N， 1450-58'E) であっ

た。体長組成の季節的変化についてみると 、 5月 iζ採集されたものでは比較的大型稚魚が多く 、 体長15~40mm

のものが主体をなしている。併し 6 月になるとlÜ~25mm 台の小型稚魚が多くなり、 7 月では 10mm 台の

~1 
6il 

‘。

20W~ 

目。dy-Len~th 
.0 

8月

7月

6月

5月

一-10U mm 

仔魚が非常IL多い。 特lζ多量 1<:採集された

1953年の場合Kは 10mm台のものが主体で、

ζれらは同一時期の発生群であると考えられ

る。 8月になると体長組成の modeは 15mm

台へ移って梢々大きくなり 、 より大型のもの

も増加している。 5月の大型稚魚は時期的に

みても、亦採集水域も銚子沖合lζ 多かった点

から考えても、 より南の水域で解化したもの

が、丁度乙の時期に発達する黒潮fL運ばれて

前線帯l乙漂流して来たものと恩われる。

第 5図 ママジ稚仔の体長組成

然るに 7月の場合は解化後間 もない仔魚が

主体である。 神谷 (1916)の実験では 4昼

夜で体長 3.0mmIL達すると云われ、梶原・

山田 (1958) は3mm以下の後期仔魚期 post-

larva 1 stage初期のものは塀化後 5日以内と

推定している。 従って 7月の仔魚は産卵後

それほど多くの日数を経過しているとは恩わ

れずζの水域附近で発生したものに違いな

い。 又乙れらの仔魚は 8月lζなると、mode

は 15mm台へ移って梢々大型となり成長傾向

Day 

十 戸~
Night 

n.，dv -f_cnl!th 

第 6図マアジ稚仔の昼夜に

よる体長組成の差

が認められる。

7月に採集される仔魚は出現水温か らみ ると、5月 ・6月の場合よ

りも高く、 20~240C 1<:分布するクツレープである。 5月に出現す

る 30~40mm 台の大型稚魚は 6 月には非常fL減少し、その後は成

長して稚魚網では採捕し難くなるか、分布域を異Iζしてくるものと

思われる。 結局 ζの海区i乙出現するマアヅ稚仔の中1<:は、春季本

海区より以南の水域で1際化して漂流して来たものと、 本海区で盛夏

の候l乙発生する少なくとも 2つ或いはそれ以上の系統が存在するよ

うに思われる。 1959年5月 31日Kは、塩屋崎近海で灯火K集っ

た体長 57~70mm の幼魚をタモ網で採捕した(茨城水試平和茨城

丸)。 ζれからみて当時稚魚網で採集されるものより大型のマアジ

幼魚が沿岸水域1<:来瀞している ζ とが判る。
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第 6図tζ昼間と夜間lζ採集された稚仔の体長組成を示したが、 ζれ11:.よると夜間は昼間より大型のものが多

く採集される。 採集数においても夜間が多いので、マアジの場合もサンマやマサパと同様K、昼夜による深浅

活動を行うものと思われる。

IV ブリ Seriola q仇nqueradiataTEMMINCK' et SCHLEGEL 

採集数と出現期

稚魚網lとより採集されたブ リ稚仔は、ζの調査期聞を通じて 45回、108尾であった。 1959年 6月 4日、

360-59'N， 1430-20'E， 19.60C で岩手水試北上丸が 1網11:.43尾の大量を採捕した以外は、 ζの海区の稚魚

網による採集数は通常 1~2 尾程度である。 プリ 稚仔は本海区においては 4月から採集され始め(それ以前

の調査は殆んど行われていない)、6月K最も多 く、8月以降は全く入網しない(第 7図)。 流れ藻調査の際に

採捕したブリ 稚仔は、1959年・ 1960年を通じ

て28回 123尾であったが、やはり 6月i己最

稚魚網による採集時の表面水温は、 4月か

ら 7 月の期聞を通じて 12~220C であるが、

出現回数及び採集尾数とも 190C台I己最も多

かった。然るに同時期の流れ漢による採集結

果では、 水温範囲は大体同じ 12~200Cである

が、ζの中 160C台で最も多 く採集され、稚魚

網の場合よ りも低い。 乙のことは ζの時期

tζ発達する黒潮前線の潮境が丁度ζの水温帯

を中心11:.形成され、従ってそ乙 lζ 海藻が収数

し、 乙の中tζ棲息している プリ稚仔の採集水

温が黒潮前線の水温K一致するのに対し、流

れ藻lζ附着生活に入る前の小型仔魚又は海藻から離れた幼魚では採集水温の変動範囲が広くなる為と思われる。
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第 7図 プリ稚仔採集数の季節的変動

分布水域

国
も多かった。

採集水温

附図 IIK稚魚網及び流れ藻から採集したブリ稚仔の採集点の分布を月別に示した。 稚魚網の採集結果では

5 月は銚子から金華山lζ至る ~ê岸約 250 浬以内の常磐水域iζ広く分布し、 6 月と 7 月 には梢々北の方まで分

布範囲が拡がる。 本種は東北海区Iとおいては大体 300浬以東の沖合と、北緯 400線以北の北海道東水域では

採集されてお らず、 ζの範囲が稚仔の分布限界を示すものと考えられる。

一方 6月K集中的K実施された流れ藻調査は、塩屋崎から金華山の近海であった為花、ζの水域での分布が

密iζなっている。 但し沖合での流れ藻調査が充分で、はなかった為、ブリ稚仔がどの程度沖合まで流れ藻と共fL

漂流分布するか確かめる ζとが出来なかった。 尚 8月lζζの水主義より北の三陸沖で採集された海藻11:.は、稚

仔が附随していなかったと 乙ろからみると、乙の時期には既l乙海藻を離れて瀞泳生活lζ入るもの思われる。

体長組成

ブリ稚仔の体長はマアヲの場合と同様、 吻端から尾柄肉質部末端までの標準体長 BLを測定し、5mm 階級

毎の体長組成を第 8図に示した。 ζ'>K使用した体長 BL と尾叉長 FLとの関係式は次の通りである。

FL = 1. 07 BL -O. 334 (mm) 

調査初期の 5月l乙採集された稚仔は一般に小型で、 10mm 台が最も多いが、6月には梢々大きくな り、 体

長組成の modeは 20mm台K移る。 併し 6月IL沖合で 1網fL43 尾採集された群は、体長範囲が 60~

1l0mm， modeは 75mm台で非常fL大型のものであった。 又同じ 6月IL流れ藻iζ附着して採捕された もの
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は、 体長範囲は 25~90mm で、 mode は 35

7月 mm台lとある中型の稚魚が大部分であった。

その後稚魚網では 7 月になっても1O~20mm

の小型稚魚が採集されている。

6月 以上の調査結果からみると、 本海区に来瀞

するブ リ稚仔及び幼魚の体長組成は 3つのグ

ループlζ分けられる。 即ち最も小型のクツレー

プ(体長1O~20mm) は発生後の漂流生活期

のもの、 中型グループ (30~60mm) は流れ

藻附着生活期そして更に大型のクソレープ (60 

~QOmm) は流れ藻から離脱して回滋生活に

入った幼魚(所謂 “ワカシ"の時代)に相当

する ものと考えられる。 中型ク・ル{プは流れ

灘附着魚lζ特有な金茶褐色の美麗な色を呈し

ているのに対し、 大型になると魚体は青味を

帯び生態的変化が生じた ζ とを示している。

ζれらのグループ分けは、 形態学的研究から

プリ稚魚期を分類した三谷 (1960)の基準と

よく一致している。 又乙の海区ではより大

型の ものが夏季棒受網 (1959年 6月，380-

04'N， 1410-43'E，体長 108~180mm) 或いは

刺網 (1959年 7月，390-00'N，1440-30'E， 

戸-ぃ「

6月

q 

6月

5月

、
100 mm 

Bodv -Lcn2Ch 

第 8図 プリ稚仔の体長組成

(斜線は流れ藻から採集したもの)

，105mm)等で採捕されている。 従って本海区iとは幾つかの発生期を異にしたクツレープが、より南の水域から

漂流移動して来るζ とが判る。

本海区で採集されるアフ科稚仔の中では、前記 2種が最も多いのであるが、その他の種類は採集数が少ない

ので一括して附図 111fi::示した。 1回の採集数は何れも 1，2尾である。 一般に ζれらの種類は常磐近海

水域K分布しているが、ム ロアジ属 ・ブリモドキ等はこの海区の沖合にも広く分布しており、 沿岸性と云われ

る本科魚種の稚仔が、東北海区では黒潮の流路に従って相当仰合まで漂流している ζ とが判った。 併し大体

北緯 410 線以北特i乙道東水域ではどの種類も採集されていなし、。 乙の辺が太平洋側における本科稚仔魚の分

布北限と推定される。

考 察

現在のと乙ろマアヲの産卵生態lζ関する知識は極めて乏しく 、ζれは我国近海tζおける現今の漁法では、産

卵中の親魚が漁獲され難いζ とK原因している。 又卵の査定において も他魚種との判定が難しいので、一般的

な産卵調査も行われず、従って稚魚網採築物に現われる僻化後間もないと推定きれる 3，4mm の仔魚或いはそ

れより大きい稚魚の分布が、マアジ資源の補給源を探る上に重要な役割を果すこ とl乙なる。 併し東北海区の

ような分布の末端的水域にあっては、ポピレーションの大きさ又は海況の変動tζ支配されて、年1<:よる北上来

瀞訴の大きさに激しい変動を生じ易く 、上述の稚仔採集結果からもこのような出現傾向がうかがわれる。

対馬暖流水域では、稚仔の出現状態から推定すると、 マアジの産卵期は春から夏へかけての主産卵期と(九

州近海では 3月頃から盛期となり 、北へ行くに従って月が遅れ、日本海北区では 7月)、夏から晩秋へかけて

若干の産卵が行われる(深滝 1960，梶原 ・山田 1958)。 更に日本海北区以北では少量ではあるが盛夏1<:1 

回採集される。 又太平洋側の日向滋では主産卵は 3 月~5 月K行われるという(横田 1958) 。 東北海区の

場合は初期の 5月 ・6月lζ採集される比較的大きい稚魚は、 南から漂流して来た群と考えられるから、 産卵

は夏季 (7月)fi:: 1固という ζ とになる。

)
 

-nHHV
 

l
 

(
 



小逮 繁

産卵の適水温は 160C又は 170Cが中心で、春から夏へかけて ζの水温帯の移動と共!L産卵期と産卵場が北

へ移るとされる。 併し稚仔は日向灘においては 18~210C の水温帯で約 60% が採集されている(横田 1958) 。

東北海区における採集水温も略々 ζれと一致し、 5月の 180Cから次第に高水温へと移行する。 産卵時の水

温と、その後漂流移動した稚仔の採集水温には相異が見られるのは普通であるが、 7月の小型仔魚の中心は

210C及び 220Cでかなり高水温となっている。 日本海においても北方ほど高い水温で採集されることが指

摘されているが、太平洋側の場合も同じような傾向が認められる。

畑中 (1%0)は東北海区では表面水温 210C， 塩分 33.03%，程度を示す黒潮の潮境l乙マアツ成魚が多く回訪干

し、一定条件(水混 16~240C，塩分 32. 80~33. 70%，)の範囲でマアジの北上分布の限界を考え、 JIJ崎 (1959)

も亦同様な ζ とを指摘している。 乙れらの水温は本海区の夏季採集水混と一致し、以上の ζ とを綜合してみる

と前記のように本海区におけるマアヲの棲息限界が想定される。

稚仔の体長組成は沖合へ行くほど大型のものが多く、本海区では常磐近海で産卵が行われると推定されるの

であるが、マアヲはマサパ(小達 1961)Iζ比較してより沖合まで分布しているもののようである。乙のことは

両種の漂流期間中における稚仔減耗率 larvalmortality又は稚仔期の成長速度の差l乙原因があると思われる。

さてブリの場合については、 その主産卵場はマアヲよりも更に南に偏り、本邦の南部近海水域と考えられて

いる。 九州南西水域では 2月・ 3月頃、九州北岸では 4月・ 5月頃に産卵が行 ζれわれるものと推定され、 7

7'./と同様北へ行くほど産卵期がずれてくる(内田・道津 1958，下村・深滝 1957，三谷 1%0)。 又対馬暖流

水系における産卵場の北限は富山湾附近までとされ、北海道近海では稚魚網による採集はみられない。 乙れは

大体太平洋側における稚仔の分布の北限と一致し、九州以北では、産卵期間後期の産卵量が少ない ζ とと、早

く生れたものは夏李には成長して稚魚網では採捕し難くなる為北方ほど採集量が少なくなるものと考えられる。

太平洋側leおける沿岸各地の成魚の卵巣重量と、相模湾の稚魚の採集結果を考察した木村 (1952)は、2月

頃九州方面で発生したクツレーブと、 3月下旬以後棺模湾よりあまり速くない熊野滋から伊豆半島沖合の水域で

産卵解化したと考えられる 2系統のグループを推定している。 本調査による東北海区では騨化直後と考えら

れるようなものは発見されず、最小は体長 7mm(尾又長 9mm)位で、それ以外は瞬化後或程度目数を経過し

たと考えられる大きいものが主体で‘あった。 一般に稚魚網で採集されるブリの大きさはlÜ~30mm 位で、そ

れより大きいものは採捕し難い。 又 30mm以上になると流れ藻lζ附着生活を営むことが知られており、本調

査で採集した稚魚の体長も ζれと一致していた。 6月沖合で採集された更に大型の幼魚は、その附近lζ回訪干して

居た群が相当大きかったか、潮目l乙密集して競泳していたものが偶然的lζ入網したものと考えられる。

又相模湾では 4 月・ 5 月頃 30~40mm の稚魚が多数採集されるから、 5 月・ 6 月流れ藻から採集されたも

のは当然これらと同一のグループと考え られる。 従って本海区で採集されるブリ稚魚には、かなり南方水域で

発生したものが黒織によって運ばれて来たものと、より近い伊豆方面で勝化したと推定される小型の稚魚が混

在しているものと恩われる。

要 約

1949年から 1960年の期間、東北海区で稚魚網によって採集されたアヲ科稚仔。魚について考察した。

1) アジ科の中ではマアジ稚仔が最も多く採集され、次いでプ リが多かった。 その他ムロアジ属・カイワ

リ・カンパチ・プリ属の 1種及ぴブリモドキ等が採集された。

2) マアヲは 5月から 7月の期間常磐水域で多く採集され、各月の採集水混の中心は、 5月 180C，6月

190C， 7月2l0C と次第に上昇する。 体長組成からみると 5月採集されたものは、本海区より南の水域から

漂流して来た群で、7月のものは乙の海区で発生したクツレープと推定される。

3) ブリ稚魚は 6月lζ常磐水域近海で最も多く採集される。 体長組成から本海区のブリ稚仔には、稚魚網

で採集される漂流期の小型仔魚 (10~20mm) 、 中型の流れ藻附着生活期のもの (30~60mm) 及ぴ回濃生活期
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に入った幼魚 (60~90mm) 等が出現し、時期的にも幾つかのグループが混在している。 ζれらは本海区よ

り南の水域から漂流移動して来たものと思われる。

4) アジ科の稚仔はマサパより沖合にも広く採集され、 ζれら稚仔の分布北限は略々 410 線附近と考えられ

る。
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附図説明

附図 I マアジ稚仔の分布 (1949~1960 年)

( 5月の中に一部4月，8月の中に一部9月を含む，アラピヤ数字は採集された月)

附図 11 プリ稚仔の分布(上・中) 0稚魚網採集，ム流れ藻採集，採集尾数階級は附図Iと同じ

アジ科稚仔の分布 (下) 0 ママジ 10 月 ~1 月， D. ムロアジ属，c.カイワリ，

S. プリ属 sp.， N. プリモドキ， アラピヤ数字は採集月

D. 8月， 360-55'N， 1510-51'E， 1尾追加
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