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東北水研研究報告

第 21号

June， 1962 

脊椎骨数からみたサンマ魚群集団の構造※

1. 秋季漁獲サンマの脊椎骨数

達 繁

ANALYSIS OF POPULATION OF THE SAURY， BASING ON  THE 

VERTEBRAL CHARACTOR 

Part 1. On the number of vertebrae of the saury caught 

in the fall fishing season. 

By 

Shigeru ODATE 

This report deals with the number of vertebrae of the Paci且csaury， Cololabis saira (BREVOORT)， 

which was caught in the North-Eastern sea region during the fall fishing season. Th巴 mat巴rialswhich 

were collected during the period from 1956 to 1961乱mountedto 458 samples consisted of 28，280 

sauries. For巴xaminationof counting of the vertebral column， they were nrst boiled， cleaned， dried 
and stored in labelled packets， according to each modal group in the 1 cm interval body length 

frequency. The counting was macle with an exception of the urostyle 

1. A distinct difference between two groups of large and meclium size groups was clear1y 
recognized. The mean vert巴bralnumber of large group is discontinuous to that of the medium 

group of the previous year. Although a few samples overl乱ped，the mean number of v巴rtebr乱eof 
E乱chsamples of thes巴 twogroups are also separat巴ddistinctl y 

2. The medium size group. moclal value 25， 26， 27 ancl28 cm in body length frequency， have 
been the lower annual vertebral rnean which fiucutuates ranging from 64.70 to 64.90， whi1e the large 

group， mainly 30 cm in mode， have the higher range from 65.00 to 65.20. 

3. Between the large siz巴 andthe meclium size group， the 勺'peof vertebral fr巴quencyis 
different. Gennerally， 65 vertebra occupied approximately 50 percent in a sample， but the large group 
type hacl 66 more than 64 v灯油ra(approximately 66， 30 percent and 64， 20 perc巴nt)乱nclvice versa in 
the case of the meclium group type 

4. Considering the above stated clescription， it is assumed that there shoulcl exist some 
pop111ational differences b巴twe巴nthese two groups. Th巴 meannumber of vertebrae fluctuates from 

year to year in each size among the groups. This fact shows that the number of vertebrae is 

consiclerably effectecl by external infiuence， clue to the spawning seasons ancl the spawning area. 
5. A few abnormal vertebrae occurecl. 

秋季東北海区で漁獲される サンマ魚醇集団の生物学的特性から、 そのポピュ レーション構造を解析する ζと

がニ，三試みられて来た。筆者は先に秋季の漁獲サンマの中で、大型群と中型苦手との聞に脊椎骨数の平均値lζ

差があることを報告し(小達 1956)，又菅間 (1957，'59)，堀田 (1960)はサンマの耳石輸紋から、大型魚と中型

魚の構造は基本的に差がある ζとを見出した。近年 ζれらの漁業生物学的研究から大型魚と 中型魚は発生期・

※東北海区水産研究所業績第 195号
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脊椎骨数からみたサンマ魚群集団の構造 (1) 

成長周期の異なる別個な系群であると考えられるようになった。又秋季南下群の回瀞状況、生殖腺重量の季節

的変動及び本邦近海lとおけるサンマ稚仔の季節的出現傾向から、秋から冬へかけてと、冬から春へかけての 2

回発生の中心があると推定されている(小達 1962)。何れにしてもサンマの資源研究上、東北海区の秋季漁獲サ

ンマとその補充機構、 系群構造を明らかにする ζ とが必要と思われる。本報告は今まで推定されて来た、 ζれ

らサンマ資源内部の構造の多織性について検討し、更に後篇では稚仔と幼魚の脊椎骨数から、 系群の追跡を試

みる ζとにした。

本報告を発表するに当って御指導をを載いた東北大学教授木村喜之助博士に御礼申し上げる。又いろいろと

助言を惜しまれなかった本所サンマ科堀田秀之博士、福島信一技官lζ感謝する。尚資料収集IL協力された各港

調査員並びに福島 -茨城両県水産試験場係官に感謝の意を表する。

I 資料と方法

サンマの脊椎骨は比較的大型で単純構造であるから、成魚では鮮魚又はフォルマリン標本をそのま〉解剖し

て計数しても測定数K誤りはないと思われる。併し今までの資料を検討してみると、脊椎骨数度数分布の群内

組成fC非常な偏りをもつものがあり、従って異常な平均値を示し、或いは分散が非常K大きいものなどがしば

しばあった。そしてこれらは明らかに計数誤差に起因するものと認められた。そこで 1957年以降組織的に実施

した脊椎骨数の調査では、ζれらの計数誤差を最小限IC止める為K、全部骨路標本を作製して脊椎を数えた。

1) 標本魚体の抽出

先づ任意の標本船を撰んで、約 10kgのサンマを入手し、1cm階級毎の体長組成表を作って modeの位置を決

める。そして原則として moc1eを中心IC前後 1cm階級のものをその moc1eIC属する訴として (moc1e群)、

少なくとも 1群K付 30尾以上を抽出する。体長組成が双峯型である場合は、大型群と中型群の分離は困難であ

るが、一応峯と峯との中間を境界とした。東北海区IL秋季出現するサンマでは、大型欝の mod巴は通常 30cm

台にあり、中型群は 26，27，28cm台にあるので、29cm台を両型群の境界と考え、乙の階級のものは両型群何

れからも除外した。併し年ILよっては大型・中型群とも

moc1巴がずれることがあり、又 29cmf乙modeをもっ

中間型が出現する ζ ともある。何れにしても型別魚群の

特性を最も良く表すような標本抽出を行う ζ とが必要と

思われる。 ζれらの抽出魚体は体長階級の mode群と

して(例えば 27cmmode群)、 ζみにして処理されたが、

体長による骨数の変化を検討する為K、各 1cm階級に

分けて計数した年もあった。標本抽出作業の記録は第 1

表のように整理された。

2) 骨格標本の作製

抽出された標本は大型鍋で予め沸騰させた湯の中lζ入

れて 3~5 分間煮沸する。適当 l乙煮えた時魚体を引揚げ

て流水中で冷却する。そして肉部を除去し、 洗1際，乾燥

すると良好な骨路標本が得られる。

3) 計数と群平均値

軍手権骨数の算定tとは、乾燥骨絡機本について10倒毎

に赤エナメ Jレで印をつけ、計数と再検定の使宜を計った。

乙の調査では脊椎骨数の計数には尾部棒状骨 Urostyle

を含めていなし、。 毎年脊椎骨数の計測はその大部分につ

いては筆者自身で行い、未経験の補助者が数えたもの

は後から 全部検査して計数の正確を期した。 1955年以
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第1表標本 抽 出 原 簿

標本番号

漁獲 日
船名
漁 場
漁獲量

BL. I III 

塩釜 一一22

昭和34年 9月15日
Fs No.7大定丸
400-45'N， 1440-07'E 

40 tOll 

ll2 I V.N. ll3 

20 (中 型)
1 62 
2 63 2 
3 64 8 
4 65 23 
25 7 66 6 
6 16 67 

7 24 20 言十 39 
8 25 20 m 64.85 
9 3 (大 型)
30 23 20 62 
1 29 20 63 
2 3 64 4 
3 1 65 24 
4 66 11 
5 67 1 

本線

川
i
一
一
向

川

|
一糊

「

理

旦当
局

処

80 言十 40 
I五 65.23



小迷 繁

第Z表脊椎標本調査実施表

ネ|回数 尾数 市司 査 主!l!

919塩釜1956 

1957 

1958 
1959 
1960 
1961 

l21 
117 6，740塩釜，気仙沼，女)11，小名浜，

那珂湊

新u(小達 1956)及び 1956，'61年の random sampling 

kよる全魚体についての計測資料は、前期のような各

mode群K集計して群平均値を求めた。 1957年以降の

調査実施状況は第2表の通りである。後述するようにサ

ンマでも崎形脊椎骨をもっ個体力i小数発見されたが、各

務 mocle平均値の計算には ζれら崎形骨をもっ個体は除

外して算出した。

5，622塩釜， 気仙沼
5，095塩釜
4，963塩釜

103 
86 
80 
51 4，941塩釜

ζのようにして得られた平均値を各体長 mocle群の特

性値として代表させ、 ζれを単位として型別 ・月別の集計を行った。即ち体長組成の modefL近いものほどそ

の体長訴の特性をよく 表わし、両裾になるほど、他の群が混入してい ると考えられるからである。他の魚体形

質によって欝の特性が明瞭であれば、各型群別・年令別にふるい分けて集計するのが望ましいが、 現在のとこ

ろζれらを分縦する簡便な方法が見当らない。 耳石調査の結果でも通常の年では大型群と 中型訴との境界は

29cm fCあるとされているが、個々の魚体を分離するには若干問題があるようである。

11.群平均値の分布

ζのよう Kして求められた各標本爵毎の脊椎骨数平均債を、 各年毎tζ漁獲日の)1聞に配列して、 その季節的変

動傾向を示した(第 1図)。 ζれまで取扱ったサンマ 1標本群平均値の中での最も大きい値は 65.53(1960年，

mode 30cm台)，最小値は 64.44(1959年， mode 27cm台)であった。 ζれらの値を両端とし、各群平均値は

主として 65.00を中心とした附近に分布する。併しこれを大型群と中型療の型別fC分けてプロットすると、 両

型欝平均値の分布域には明らかlζ差が認められる。各年の漁況と関連した脊椎骨数の各群平均値の分布は次の

通りである。

1957年 ζの年の漁獲物は大型訴と中型欝は漁獲尾数の体長組成比率が半々で、大型群は 30cm台lζ、中型

群は 27cm台lζ組成の modeがあった。漁場は北海道襟裳岬から三陸へかけての近海水域で、 10月末には金華

山東方で梢々沖合へ移ったが、 12月中旬の終漁まで ζの附近の黒潮前線周辺に形成された。 ζれら魚群の脊椎

骨数は大 ・中型両群とも全体的t乙高い{直であった。 10月上旬大型群の中で特に高い脊椎骨数平均値をもっ欝が

小数出現したが、 11月中旬以降大型魚は漁獲対象から消滅した。 11月末から 12月へかけての中型携は 65.00

を超え、中型訴としては高い脊椎骨数平均値をもっ訴が多かった。

1958年 漁場は襟裳岬南方から始まり、前年と略々同様々近海南下コースをたどり、12月中旬の終溝、まで金

撃山近海fC滞溜していた。 乙の年はサンマ漁業史上最大の漁獲量を記録したが、体長組成の集計では大型魚と

中型魚の尾数が相半ばし、mocleは前年と同じ 27cm台と 30cm台にあった。脊椎骨数の群平均値の分布では、

大 ・中型両群とも前年ほど分散が大きくない。大型群では 10 月下匂l乙 64.80~65.00 の低い平均値、 11 月上

旬には 65.20前後の高い平均値をもっ爵が出現したのが特徴的であった。それ以後大型群は漁獲されなくなっ

た。中型欝の平均値は 64.60~65.00 で、 それ以上のものは殆んどなく大型群と明瞭に区別された。

1959年 初漁期には襟裳岬から道東沖合へかけて漁場が形成され、その後三陸近海へ南下して来た。 11月中

旬金華山東方では沖合漁場が出現し、又 12月には銚子近海でも好漁があった。本年のサンマは例年fC比べて魚

体が大きく 、大型群では 31cm台、中型欝では 28cm台iζmocleが見られた。魚体の変異にも拘わらず、脊椎

骨数平均値はそれほど変動はなかったが、大型群は絢々低く、 65.00を中心1乙群平均値が分布していた。特lζ大

型爵の中で 10月中旬 64.80前後の低い{直が現われたが、 11月下旬lζは大型魚の漁獲がなくなった。相対的に

中型裂も一般に低い{直であったが漁期間の変異はそれほど大きくはない。

1960年 9月初めの漁場は道東水域にあり、更K沖合を南下する魚群もみられた。 10月中旬Kなって襟裳岬

近海へ移り、 11月になると三陸北部から常磐近海へ連る南北fC細長い漁場が形成された。終漁期も 12月初旬

で例年より早い。本年は三陸近海は著しく高温で、 近海を南下する魚棋は少なく 、漁況甚だ不振であった。魚

体組成では中型苦手の mocleは 27cm台、大型携は 30cm台でゐったが、 その境界の 29cm台i乙l110cl巳をも

( 40 ) 
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つものもかなり見られた。又ζの年は全日l魚}闘を通じて大型魚が1魚狼され、それらの脊椎骨酔平均値は 65.20以

上の高いものが多かった。但し中型群は 65.00以下が大部分で例年と大差がない。

1961年 漁場は解禁以来道東沖合へと拡がり 、9月末になって一部襟裳I[叩近海へ接近し、 沖合 ・襟裳岬 ・金

華山近海の 3ブロックに分散した。 11月になって三陸近海から常盤へかけて大漁があ り、今までと は異った漁

況の推移であった。本年は大型魚の混合割合が非常iζ少なかったが、それらの脊椎骨数群平均値は 65.00以上

で、高い平均値のものが多かった。中型魚の体長は例年と比べて小さく 、全集計での modeは 26cmにあり、

例年より 1又は 2cm小型となっていたが、 中型群の漁獲量は今までの最高であった。 脊椎骨数平均値の分布

範囲は非常に狭く 、64.90前後で例年並であった。

脊椎骨数からみたサンマ魚群集団の構造
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V. N.m 64.50 65.00 65.50 

- ・一 中型群 -0一大型群

第2図 型別群平均脊椎骨数
の度数分布

1) 大型欝と中型書干の差異

四 I IX 
~' ont h 

X 泊

一・一 中型群の句平均値の範囲 -0一 大型群

口 中型群 回 大型群の東北海区の漁獲量

第3図 サンマ脊椎骨数句別平均値の変動と漁獲盆

..旦"・ tnn

前述のように大型群と中型訴の爵平均値の分布域Il_差がある乙とが明瞭となったので、ζれら群平均値を型別

l乙集計して 0.1個階級の度数分布を示した(第2図)。 ζの図からも両型部閣の差は明瞭である。即ち大型訴で

は跨平均値の分布範囲は全期聞を通じて 64.70~65.50 台であるのに対し、 中型苦手では 64.40~65.20 台であ

る。度数分布の modeは年により異っているが、大型群では 65.00，65.10， 65.20台にあ り、中型群では 64.70，
64.80， 64.90台にある。

又両型君干の度数分布図は全体的lとみて夫々の modeを中心l乙正規分布に近い型を示すが、1960年のよう IL分

布幅の広い年、 1961年のように非常IL狭い年もある。従って同じ型群内でもその魚群構成に複雑な年もあり、

比較的単純な年もある ζ とが伺われる。併し何れにして 色型別にふいる分けた群平均値の分布では、相対的に

大型群は高く 中型群は低い。 そしてその群平均値の分磁の境界は丁度 65.00ILある。又 1960，'61年は両携

の分離は非常にはっきりしているが、1957，'58， '59年は分布の両裾即ち 64.80，64.90及び 65.00 附近で重

り合っている部分が比較的多い。従って両訴の総平均値が接近してくる。

2) 漁期中の変動傾向

東北海区で秋季漁獲される大 ・中型群の夫々の平均値はその分布域Il_差があり、 勿論務平均値では重複し

ている部分もあるが、 大体その境界は65.00附近Il_あるととが判る。 ζれらの差異を両系欝の発生時期 ・発

生場所の差、 E!Pち季節的環境要因の変化IL影響された 1Jf~質とみるならば、 各型宮学内においてもそのよう な差
或いは傾斜が起る ζとが推定される。 何となればサンマの産卵期は長期間に亘り、 且大 ・中型群とも連続し

て産卵するものと推定されているので、夫々の時期 ・場所における諸条件の差も大きいと考えられるからであ

る。又秋季漁獲されるサンマの中、同一体長苦手であっても漁期の初めとし終りでは 3ヶ月以上の差があり、 発
生時期の差が当然考えられる。

( 42 ) 



脊椎骨数からみたサンマ魚群集団の構造 (1) 

ζのような変動傾向をみる為には、 各苦手別の分布では明らかでないので、大・ 中型別の脊椎骨数句平均値を

求めて、各年毎I[第 3図lζ示した。大型群では 1958，'59， '61年には10月lと非常に低い旬平均値が現われて

おり、例年ζの時期κ起る大急潮による魚滋の交替(木村 1960，福島 1958)又は大型訴の消滅時期と関連して魚

併の質的構成K 変化があるものと思われる。併し 1957年と 全漁期間に亘って大型魚が漁獲された1960年に

は ζのようとZ現象は見られなかった。

中型務では句平均脊椎骨数の漁期内における変動は大型群ほど大きくはなく 、最大値と最小値の差は 0.2程

度である。 1961年の場合は漁期の初めから終りへかけて句平均値に増加の傾向が認められるが、他の年(Lは

それほど明瞭な増減傾向は見られない。何れにしても各年の大型訴と 中型苦手の旬平均値は明らかに分際してい

て交錯する ζ とはない。又各型別爵内における季節的変動傾向は、 両型携聞の差ほど大きくはないので、現在

のと ζろ群内変動の意味を解析する ζとは難しい。併し大型部では 1958， '59年のように全体的K低い平均脊

椎骨数を示し、特lζ 10月IL低い喜平が出現した年ILは大型群の漁獲量が多く 、平均脊椎骨数の高い年 (1960，'61 

年)1乙は少ない傾向がみられる。又中型群では一般に変動は小さいのであるが、特lζ漁獲量の多かった 1961年

lとは平均脊椎骨数の時期的変化も小さく極めて安定していた。

3)漁場聞の変動

ζのように両型自年内における平均値の変動又

は欝平均値のばらつきの程度がサンマ資源量と

密接伝関係があるものとすれば、 各型宮寺内の群

毎の時期的 -場所的変動を組織的に詳しく捉え

ることが必要である。 第 4図l乙各月毎の漁場毎

l乙集計した型jjlj平均値の比較を図示した。年に

65.0 

s Oct N D cc 

L~_L______lj， 。
l ---:-l-Ji---f一一一円|-1i二十一

よって漁場が形成される地理的場所は一定では 650 ~--~---j~i 一同 I 
ないから、一率(L比較できないが、北海道東水

域では大型爵では沖合のものが梢々高く (1960，

'61年)、両年の中型群もそれに似た傾向を示し

ている。 10月になって漁場が三陸近海I[形成さ

れたときには、 南の魚苦手ほど低い平均脊椎骨数

を示し、 又沖合苦手の方が梢々高い傾向がみられ

る。 11月lζ も三陸近海から常磐へかけての漁場

では南が低いが (1960，'61年)、1958年は沖合

が低く且南部が高く以上の一般的傾向とは逆で

ある。 又 1957年の 12月 も常磐水域の訴が高い

fi~_OO 

65.00 

1959 

寸 一一時-iV77一
同 同:iiJ竺

平値均を もっており 、 各年による特殊性が認め 65.00 
t--t 00  ~ 

0__0____
1_1_ -----~---_.一一一r- ~

~ . :ト1・ J-t• 
られる。 ζれらの漁場内変動はその年の持者、況と

関連して更に詳しく検討する必要があろう。 そ

して各型苦手毎の漁場変動を考察するには、 各年

の資料が少なすぎるものと思われる。

4) 年変動

前述のように各型群内の季節的変動又は漁

場内の地域的変動において、二，三の特殊性

は認められるが、 その年の傾向を知る為lこは

各型別魚群の年総平均値(東北海区の1魚、期間 8

~12 月 ) を代表値として取扱っても 、 前述の

よう な各型群の年による特徴を表わす ものと

9 月 10月

- 0一 大型群の漁場平均値と群平均値の範囲

-・一 中型群
0 ・ は資料が少く単一標本群平均値

第 4図 漁場別平均脊椎骨数
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第 3表 型別脊椎骨数年平均値

ム調査尾数 |

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1，561 
1，535 
1，877 
479 

525 
4，153 
3，145 
3，365 
2，102 
3，585 

型

V.N. 

64.89 
64.91 
64.70 
64.96 

64.79 
64.90 
64.83 
64.77 
64.82 
64.86 

型 群 I V.N. 

|体長 mod巴|大型一中型|前年との差V.N. 

28 cm台
27 
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註.体長組成の modeは漁期間集計， 1951~'54 年は小迷 (1956) の資料

前年との差は前年の中型群と当年の大型群との差

考えられる。次に各年の型別年平均値について検討してみよう(第3表)。

先づ大型爵Kついてみると、1958，'59年の年平均値は 65.00台で非常K低く 、1954，'57， '60， '61年は夫々

65.20前後で高い。大型群でも特lと魚体の大きかった 1959年(mode31cm台)は脊椎骨数が最も低く (65.01)、

漁獲サンマの中で大型(mpde30cm台)の混合割合が極めて多かった 1960年の脊椎骨数が最も高かった (65.23)

のは特徴的である。そしてその差は 0.2であった。

中型群では組織的調査の行われた 1957 年以後の平均値を比較してみ ると 、 64.77~64.90 の範囲にあり、その

差は 0.13であって大型群の差よりは小さい。中型魚の中で魚体の大きかった年 (1959年， mode28cm台)と、小

さかった年(1961年、 mode26cm台)でもその差は 0.09個で殆んど変らない。併し全体的にみると、 25cm前後

以下の中小型サンマの多かった 1953年の総平均値は 64.70で最も低く、やはり小型魚の混入制合が多かった

1956年の値も梢々低くなっている。 ζ れは 25~28cm 台の中型群内での mocle の小型化と、 25cm 以下の中

小型サンマの出現と選った意味をもっているように見える。 tlP ら 25~28cm の中型欝内での mocle の変動で

はそれほど大きい脊椎骨数の変化は表われないが、 25cm以下のものが混入している と平均値が低 くなる。何れ

にしても中型群の年間変動については、成長又は発生矧の差を意味する体長組成と関連して更に詳しい検討が

必要である。又乙の調査では大型欝のもつ高い脊椎骨数lζ迎なる即ち大型群の 1年前と推定される小型魚のグ

ループは秋季漁獲対象欝からは採集きれなかった。

III. 脊椎骨数の分布型

サンマ成魚で‘数えられた脊椎骨数の範囲は通常 61~68 個で、 63~67 個が普通である 。 1961 年には 60 個，

69個， 70個の脊椎骨を もっサンマが夫 各々 l尾宛々 発見されたが、ζのようなものは全く例外的である。計測

された脊椎骨数の度数分布型を、大-中型!l'f別κ年集計値の百分率で第5図tζ示した。 全体的にみて 65{聞の脊

椎骨数をもっ 個体の数は、両型群とも夫 の々標本内で約 50%を占めている。そ して脊椎骨数組成で大型訴は

右肩上り(即ち 66個が 64個より多 く)、中型群は左肩上り (64個が多い)という基本的な型別の分布型をもって

いることが判る。 ζのような形は各標本部偲々の組成でも隙々相似の分布型を示している。従って大型群と中

群の平均値は 65個を中心として、 64個と66個の相対的割合で決定される ζ とになる。

大型爵では右側の 66，67個の占める割合が多く 、中型苦手では左側 63，64個の占める割合が多いのであるが、

63と67個は非常に小数であるから、 これらを除外して分布型の模式を想定すると第4表のよう になる。即ち

65個を 50% とした場合の 64と66の比率は 30%と20)6、又はその逆である。 ζれから計算して第4表Mの

推定平均値は 64.90で中型群の平均値に相当し、Lは 65.10で略々大型魚のそれに近い。実際には標本抽出誤

差又は類型化が完全1[.行われている訳ではないから偏り は免れず、従って図形は歪んでくる。併し何れにして

も両型群の分布型を、mのような 65倒を中心とした正規分布型(平均値 65.00)から変化したものと考久るな

( 44 ) 
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第6図 脊椎骨数の分布型 1961年中型群

a 64， 30%以下 65， 50%前後 0く 180。
b 64， :~O% 以上 11 8 > 1800 

c - 65， 60%前後 尖頭型分布

d 一 一 中間型
e 64， 30%以上 65，40%以下平頭型分布

左右の数字は標本番号
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らぱ、両群の分布型即ち平均値の大小l乙及ぼす環境要因の影響が、 正と負の方向i乙働いて夫々大型群と 中型群

の分布型を形作るものと言えよう。

実際の標本組成から求めた 第 5図の年別・型別分布図から判るように、大・ 中型群とも夫々第4表の M，L

の分布型に近い形をとっている。併し中型欝の分布型はそれほど大きい年変動は見られないが、 大型欝ではそ

の変化がかなり大きい。 乙の傾向は平均値の変動と一致する ζ とになり、年平均値の低かった 1958，'59年の

大型慌の分布型は 65を中心とした正規分布となって、平均値は 65.00(c近く 第4表の mfζ相当している。

各標本群毎の分布型を 1961年の中型魚についてみると(第6図)、大部分は上述のような中型魚の標準型(M)

lζ近い a，b型を示す。 即ち a，b型とも 65個の数は 50%前後で、64の数lζおいて aは30%以下 (8く 1800)、

bは 30%以上 (8)1800)となっている。と乙ろがその他小数の標本では 65の数が特K多く 60% もあるもの

(c型)や、 40%以下 (e型)のものなど、 粉々変った分布型を示す群がある。乙れらの型は 64，65，66の相対的

比率の関係から尖頭型又は平頭型の分布を示すのである。 c裂は呼号、期末の常磐近海の欝lと多く見られた。

併し ζのような分布型を もっ苦手であっても 、 際平均値は a，b型とそれほど大きい差がある訳ではなし、か

ら、脊椎骨数の取扱いには平均値だけでなく 、 乙のような分布型も撲の異質性の指標として注意する必要が

あろう。 Forcl(1934)はニシンの脊椎骨数分布型を 5つの型l乙分類して、 系群の追跡を試みている。サンマの
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場合は大型滋と中型群では明らかK異質的な分布型を とるのであるが、同型魚群内における変異はそれほど大

きくはなかった。又漁場内における地域的変異及び漁期内の季節的変動も明らかではないので、 目下のところ

大型群と中型訴iζ 認められた分布型(平均値)の差によって、両クソレープの発生後から東北海区へ秋季来瀞す

るまでの成長段階K応じた経路を追跡する ζとが先決であろう 。

IV. 異常脊椎

前報(小達 1956)において、サンマ稚仔の異常脊椎には“変異型"と“崎形"があ るζ とを注意し、変異型の

脊椎は特定部位即ち *N-1番目に出現する ζ とを述べfこ。 そして乙れら変異型の異常骨は仔魚期 (Post-larval

stage，体長 25mm以下)を経過して化骨が完全になると識別が困難Kなり、25mm以上の稚魚 -幼魚では殆ん

ど見られなくなる。之11:対し、匝奇形骨は稚仔魚でも発見きれるが成魚になるとその構造上更に見分け易くなる。

1957年以降の脊椎骨調査では、骨路標本として取扱ったので、成魚におげる出現状態が明瞭になった。

先づ成魚lζ現われた匝奇形脊椎骨の型をその変異の程度tζ従って次の様に分類した(第 7図参照)。

A:崎形椎体の大きさは通常のものと殆んど大差はなく 、椴体縁辺tζ溜状の骨質結腫が附随しているもの。

B: 1個の椎体中央から血管放 haemalspine，神経線 Neuralspineが夫々2本宛々生じてお り、椎体は正常

なものに比べて大型である。 又血管放と神経放を夫々 1本宛々もつ著しく 媛小な椎体が 2個癒合したよ

うな形体を示す もの(B')まで各種段階がある。

C: 1個の大型椎体から 3本又はそれ以上の放を生じているもので、時Kは叢状K数本の放をもつもの色ある。

以上のような匝奇形椎体は、 通常 1本の脊梁iとは l個又は接続して 2個現われるのが普通であるが、 Aの型で

は数{国連続して変形している場合があり、 B型でも 2又は 3個所lζ見られる ζ とも稀にあった。

1) 標本出現率

前記のように分類した匝奇形脊椎の出現状態は年Kよって若干の差はあるが、第 5表 11とみられるように大体

その出現率は 1% 前後以下である。1961年は最も

A 〆グバ7会dグ//~イ F 多く B，C型の全漁期平均は 1.11%であるが、1960

B 

C 

第7図 成魚の崎形脊椎

* 総脊J惟骨数，但し Urostyleを含まない。

年は特に少なく 0.07%Kすぎなかった。 1961年K

詳しく調査された A型と B，C型では形成過程が

全く 異ると考えられるので、別個に取扱った。 何

れにしても崎形骨の出現状態は年によって梢々変

動がある乙とが認め られる。

←腹柏 abdominal-一一一→←尾椴 caudal→ 

現

30-
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vertebrae vertebrae 

第8図 附形骨の出現部位
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脊椎骨数からみたサンマ魚群集団の構造 (1) 
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第 9図 崎形骨サンマの体長組成

IX X 
Month 

第 10図 出現率の季節的変動

第 5表 I 年別出現率

~I 調査数 崎形数 出現率%

1957 6，740 26 0.38 
1958 4，173 23 0.55 
1959 5，070 40 0.78 
1960 4，040 3 0.07 

1961 4，317 A 48 1. 11 
B 48 1.11 

11 脊椎 骨数分布

~I B C 言十 |補 正 計 | A 

60 
61 1 1 
62 1 l 1 1 
63 7 3 10 1 1 2 
64 14 1 15 7 7 15 
65 9 1 14 3 17 22 
66 9 1 10 8 
67 l 

計 I32 4 36 I 32 4 36 I 48 
1T 1 63.831 64.941 64β1 

註:f中型群のみ， 3倍以上の崎形は除外，
l補正はBは+1個， cは+2個

考

次lζ最も調査のよく行われた 1961年の資料について、

A，B，C型別に脊梁での崎形骨の出現部位を知る為11:脊

椎骨数 5個階級毎tζ 級分けして出現率を示した(第 8

図)。 乙の場合各脊梁とも総脊椎骨数は個体によって異

なるのであるが、 換算せずそのま hの数値で計算した。

A，B型とも脊梁の最初から末端部分まで、大体どの脊

椎部位にも出現する。併し B型では最初から 15，30~ 

45，及び 60台IL梢々多く 、A型では尾椎 Caudalverte-

brae部分iζ多い傾向がある。

崎形骨をもっ魚体の体長組成は第 9図の通りで、1961

年の抽出調査による体長組成と大差はないから、何れの

体長にも平均して出現するもののよ うである。又乙れら

崎形骨サンマの出現率は、漁期の初めほど高く約l.5%

前後であるが、 その後次第に減少し、 11月・ 12月には

0.5%位になっている(第 10図)。乙の ζ とが、環境の安

定又は不安定さに起因するものとすれば、系群追跡の一

指標となるかもしれない。

2) 脊椎骨数平均値との関係

乙れらの開奇形骨が 1mで最も多く出現したのは、B型

のもの4個(爵標本尾数 128)であった。通常は l群の中

で 1又は 2個体現われるにすぎない。 日奇形骨をもっ個体

の総脊椎数と正常群と関係をみる為に、第 5表-11IL両

グループの脊椎骨数度数分布を示した。 ζれには大型魚

と3個以上をもっ差是状の特殊な個体は除外して集計し

た。 A型をもっクソレープの平均値は 64.81で、丁度同時

期の中型欝のそれと一致している。 ζれに対し、 B，C

型では著しく低い値で 63.83となっている。そこで B，C

ク・ループについて夫々l個及び2{闘を加算して補正する

と、 平均値は 64.94と伝って、 中型訴のそれに近くな

る。 ζの結果からみると異常崎形骨の成因は、 本来2

個又は 3個の ものが癒合して出来た ものと考え られる。

実察には明らかに 2個の椎体が結合したと見られる もの

から、 殆んど正常骨K近い椎体ではあるが、 血管放と

干申経放を夫々 l個余分Iζもっているものまでの各種段

階がある。何れにしても化骨が不完全は発生極く 初期

の時代κ、 何らかの要因が ζのような開奇形を生せ.しめ

その後化骨完成の過程で種々な段階が形 作られてきた

のと思われる。

察

脊椎骨数又は他の体節的形質の変異を用いて、 魚震構造を分析することが行われるよう iζなってから長い時

代を経過した。又実験的にも環境要因(主として水温)の変動が脊椎骨数lζ 変異をもた らすことも確かめられ

( 47 ) 
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ている。それにも拘わらず、実際的な資源研究の場では明快な解析結論を得る ζ とが甚だ少ない。 ζの主な原

因としては、 海洋の回瀞魚では同一種族でも多様な環境で発生鮮化した補充群が、 成長して漁獲対象となるま

でにかなり錯綜した混合が起って、漁獲魚群の形質から ζれを類別化する ζ とが非常に困難になってくる為と

思われる。 ζれに反しカタクチイワシシラスの脊椎骨数の季節変動(浅見 ・村岡 1957，HAYASHI 1961) のよ

うに交流が充分行われない稚仔時代や、サケ(久保 1956)，イカナゴ (HATANAKAet al 1950)等のよう!1:地域的

隔離が大きと考え られるものでは、稚仔時代の或期間又は生涯に亘ってその変異が保持されている。

サン 7 の場合は、秋季東北海区で漁獲される以外は、 一部定置網等で採捕される ものを除いて、魚群そのも

のの分布 団瀞状態が不明であり、 旦漁獲対象以前の幼魚 ・稚仔魚は標本も入手し難い状況である。 ζのよう

に生活史の相当な期聞が欠けていて研究上の障害が大きい反面、 東北海区の秩季漁期間、約 3ヶ月前後の短期

聞に集中的!L魚訴が漁獲され るので、 これら漁獲物から少なくとも太平洋側におけるサンマ資源の構造を解析

するのに有利な点があると言える。

ζのような観点から、東北海区で漁獲される魚群の脊椎骨数分布の差異!1:基いて、 そのポピュレーシ ョン構

造を検討すると、 大型都と 中型群の 2つの異質な系出の存在が認められ、少なくとも両者は産卵期及び産卵場

lζかなり の差があるものと推定される。これは菅間 (1956)が指摘したように両者の耳石構造の差異とも一致す

る。大型群と 中型群では体長組成でも明確な modeの分離が見られるのと対応して、脊椎骨数において も訴平

均値の分布域及び年平均値iζ明瞭な差が認められるのである。併しこれら両クツレープの平均脊椎骨数にみられ

る差異の程度は、年によって変化があり 、1954，'58， '59年のように比較的小さい年(その差 0.25)から、'60年

のように大きい年(0.41)もあるが、何れも同一年内では重復していない。

又大型群・ 中型群夫々のクツレープ内でも平均値の年l乙よる変動が認められ、 最大値の年と最小値の年との主主

は、大型群では 0.22、中型群では 0.26となっている。即ち両型群の機本平均値が両型訴を代表しているものと

すれば、夫々のクーループの発生時の環境変動によってこの程度の差が起り 得ることを意味する。従って大型群

と中型群の起源が別個であるとして も、両型訴の差が非常に小きくな る可能性も考えられる。 ζのような年で

は中型訴の生残群と考えられる特大群との差も小となり、脊椎骨数特性からは分間程が難しくとEろう (1952年)。

大型苦手と 中型群が別個の sorc巴から補充されたものであるという最大の根拠は、 或年の大型群の平均脊椎骨

数が、前年の中型裂のそれと著しく差があるという点にある。即ち第 3表l乙見られるように 1954，'57， '60， '61 

年の大型群と夫々前年の中型前との差は非常に大きく 、明らかに別個の系古学と考えられる。 1958，'59年には比

較的差が小さ い。 ζの場合 1959年の大型群の体長組成 modeは例年よ り 1cm大きく 、且脊椎骨数 も低かった

ので、前年の中型群K続く 特大群が残存していたこと も考え られる。然し '58年には体長組成でも例年と変っ

た点が認められないから、 脊椎骨数 -体長組成のこのような変異は、 大型自寺内で起り得る変動範囲内に包含さ

れるのであろう。

次iζ各型宮寺内での群平均値のパラっきは当然起るけれども、季節的・ 場所的発生環境の差を反映したと考え

られる一連の変動傾向というようなものは明瞭ではない。 1961年の場合は中型群の句別平均値(第 3図) は初

漁期が低く 、漸次増加する傾向は認められるが、その差は 0.15程度にすぎない。大型魚と 中型魚の産卵期は秋

から翌年の初夏まで連続しており 、 季節的変動が起 り得るにも拘わらず漁獲爵では分離し難い。 即ち東北海区

へ来瀞するまでiとかなり混合する為と思われる。従って或発生群の環境変動の反映は、各年の大 中型欝夫々

の総平均値iζ現われる。 体長組成では水域別t乙みるとかなり差がある場合 もあり、特lζ南北によ る差が認めら

れ(木村 1960)、又中型前内でも南ほど脊椎骨数が低い傾向が認められる年もあるが、 ζれらの点、については

更に検討してみる必要があろう。大型群では群平均値のパラつきが比較的大きい。 ζの中 1958，'59， '61年の 10

月中旬又は下旬頃K句平均値が急lζ低く なっている(第 3図)。毎年ζの時期1ζなると大型魚は漁場から逸散消

滅するのが普通で、あ る。従って大型魚の末端部lζ何らかの変化が起 るのか もしれなし、。 1960年のように漁期末

まで大型群が漁獲されていた年は、 ζの時期の変動がみられない ζ ともζれ と関連しているように見える。

サンマの脊椎骨数分布型は、基本的!Lは 65個を中心l乙64仰と 66イ闘の相対的数量比率によって大型群と 中型

群の分布型が定まる。従って ζの変異は一応 65個更に或は 65個を中心とした正規分布型から歪んだ形lζ分化
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したものと考えられる。他の魚種例えばイワシ，ニシン類ではサンマの場合と脊椎骨数分布型が梢々異ってい

る。即ちニシンでは主となる脊椎骨は 56個で、サンマと同じく標本内で占める割合は約 50%であるが、それ

より少ない 55個の比率が非常に多 しこの階級の占める割合によって平均値が決定される。マイワシの場合も

略々同型分布で、51個の主脊椎数と、 50個の出現数によって決まり 、時には ζの階級は 51個のものより多い

ときもある。何れlζしても主となる脊椎数より低いものの比率が決め手となっている。

之に反し、カタクチイワシでは中心となる 45個の数が前魚種lζ比べて非常に多く 60%以上を占めており 、

それより数の多い 46個の階級が之に次いで多く 、ニシン，マイワシとは逆の分布型を示している。

これらの魚種では環境変異の影響が、 それらの脊椎骨数分布型において、 中心となる脊椎骨数lζ対して多い

方又は少ない数の方へ一方的に偏って現われる。と ζろがサンマの場合は 65個を中心に両側へ現われ、その相

対的比率が大型・中型群の分布型となる。 これら各魚種の脊椎骨数分布型とそれらの棲息環境とを対応させて

みると、比較的冷水性のニシン"イワシ等と、 それより梢々暖水性のサンマ， カタクチイワシ等で種の分化

を解明する手がかりが得られるかもしれない。

脊梁lζ見られる崎型骨は、他の魚においてもしばしば発見される。 Forcl(1927)は Plymouthにおけるニシ

ン調査で、異常骨を 5階級に分類して考察した。 そして補正値として+1.5個又は +2個を与えている。サン

マの場合も spineの数又は倭小椎体が 2個以上癒合して、大型崎)f;;椎体が形成されるものとみられる。併しそ

の出現率は年によって差があるけれども大体 1% 以下である。従って群平均値を算出する場合は実用的にはこ

れらを除列しても差支えないと思われるが、 この出現率の年変化の度合又は季節的変動から、環境変異或いは

生残率についての知見が得られるか もしれない。

要 約

束北海区で秋季漁獲されたサンマについて、骨路標本を作製し、体長組成ILより mode群を基準と して脊椎

骨数調査を行った。

1) 各標本爵平均値は大略 64.50~65.50 の範囲lζ分布している。

2) 同一年内においては大型塁手と中型群の群平均値の分布域及び年総平均値には明らかK差が見られる。大

型群と前年の中型群とにも差があり 、従って東北海区に来瀞する大型欝と中型爵は発生時期と場所を異にする

2つの系群と考えられる。

3) 大・ 中型両群内では年lとよって 年平均値IC変動がみられ、 ζれは各年級苦手の発生の時季と場所による変

異と考えられる。

4) 脊椎骨数分布型からみて、 65個を中心iζ、64個と 66個の相対的比率Kよって大型欝と中型群の脊椎骨

数分布型となる。

5) 田奇形異常脊椎は年により変化はあるが、その出現率は 1%以下で、初漁期lζ多い傾向がある。
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