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日本海におけるサワラ雌の成熟と産卵

藤原邦浩，佐藤朔太，戸嶋孝，木所英昭

Maturity and spawning offemale Spanish mackerel Scomberomorus niphonius in the Sea of Japan 

Kunihiro FujiwarがI， Shouta Satou'2， Takashi Tojima and Hideaki Kidokoroキl

Maturity and spawning of femal巴Spanishmack巴relScomberomorus niphonius in the Sea of Japan were exam-

ined based on histological observation of the ovaries and an analysis of catch巴saround the spawning season， from 

May to July in 2010. 

The ovaries of most individuals failed to matur巴inthe Sea of Japan. Just on巴spwaningfish was identified during 

this巴xamination.Also， the number of mature individuals in th巴S巴aof Japan is very limited in the spawning sea-

son. Th巳s巴resultssuggest that S. niphonius leav巴 theSea of Japan for spawning， although more than ten years 

have passed since a marked incr聞記 incatches. 

キーワード:日本海，サワラ，成熟，産卵，退行

日本周辺海域におけるサワラScomberomorusnipho 

niusは，瀬戸内海系群と東シナ海系群に区分されてお

り(高橋ら，2011;石田，片岡r，2011)，そのうち，東シ

ナ海系群が日本海で漁獲されている個体群と深く関連

するとされる。 1999年以降の日本海での漁獲量の急増

(戸嶋ら， 2013;木所ら， 2013) は，東シナ海系群の分

布域が日本海へ拡大したことによるものと示唆されて

いる(井上ら， 2007)。日本海でサワラが多く漁獲され

るようになってから約10年経過し， 日本海における再

生産の可能性についての議論が， 日本海サワラ資源の

今後の動向を把握する上で不可欠となった。そこで，

本研究では，京都府沿岸で本種の産卵期とされた春~

初夏(井上ら， 2007) に， 日本海各地で漁獲された個

体の卵巣を組織学的に観察し成熟状況を調べるととも

に，成熟サイズに達したとされた個体の漁獲状況を把

握し， 日本海におけるサワラの産卵と本資源再生産へ

の貢献度について検討した。

なお，本研究は農林水産技術会議の新需要創成実用

化事業(平成21-23年度)の一環として行った。

材料と方法

2010年4~7月に日本海沿岸の各府県(長崎県，山口

県，鳥取県~新潟県および青森県)で漁獲された尾叉

長50cm以上のサワラの雌個体について，吸水卵の体

外流出の有無を確認するとともに，尾叉長FL(cm)・

体重BW(g)・卵巣重量GW(g)を測定し，生殖腺熟度指

数GI(以下，GIとする)を以下の式により算出した。

各府県の標本数と標本の尾叉長についてTable1に示

Table 1 The number (n) of specimens and fork length (FL) range of females of Scomberomorus n伊honius

∞11巴ctedfrom April to July 2010. 

Prefl巴cture
April May June July 

n (FL (cm)) n (FL (cm)) n (FL (cm)) n (FL (cm)) 

Aomori 18 (52.6 -73.6) 5 (50.4 -52.1 ) 6 (53.7 -73.0) 

Niigata 12 (60.0 -65.1 ) 28 (61.0 -70.3) 10 (51.0 -75.6) 

Toyama 10 (65.0 -78.0) 28 (60.5】 71.5) l (68.0 -68.0) 6 (53.0 -75.0) 

Ishikawa 24 (62.8 -88.6) 13 (63.9 -95.7) 15 (59.6 -92.5) 4 (54.6 -70.4) 

Fukui 12 (6l.3 -77.3) 5 (50.0 -70.8) 16 (61.7 -70.3) 33 (50.0 -94.0) 

Kyoto 31 (50.0 -77.8) 14 (50.9】 76.4) 33 (50.1 -78.2) 28 (50.2 -85.5) 

Hyogo 11 (62.5 -74.1 ) 16 (51.2 -63.6) 2 (50.9 -65.0) 4 (51.1 -56.5) 

Tottori 17 (61.8 -72.3) 6 (50.0 -62.9) 9 (52.6 -73.2) 28 (50.0 -65.2) 

Yamaguchi 6 (50.3 -54.5) 10 (51.0 -70.8) 12 (50.3 -86.6) 30 (51.5 -66.1 ) 

Nagasaki 50.1 26 (52.6 -71.8) 

Total 123 (50.0 -88.6) 139 (50.0 -95.7) 103 (50.1 -92.5) 165 (50.0 -94.0) 

*1独立行政法人水産総合研究センタ一日本海区水産研究所(JapanSea Nationa1 Fisheries Research Institut巴， Suidocho，Niigata 951-8121， Japan) 

*2水産庁 (Minis町 ofAgricultur巴，For巴stryand Fisheries， Kasumigasek:i， chiyoda， Tokyo 100-8907， Japan) 
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Fig.l Relationship between the fork length and Gl (gonad index) of S. niphonius from April and July 2010. 
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各府県で2010年5"'7月に測定されたサワラ雌から，井

上ら (2007) により京都府沿岸で成熟サイズと示唆さ

れた尾叉長60cm.I;(上の個体を，任意に計82個体

(FL60"'94 cm)抽出し，それらの卵巣を10%ホルマ

リン溶液で固定した。各卵巣の中央部から 1cm角片を

切り出し，パラフィン法により厚さ8"'16μmの切片

を作成後，ヘマトキシリン・エオシン (HE) 染色を

施し，光学顕微鏡で観察した。

観察では，まず，卵母細胞の発達段階を判別した。

卵母細胞の発達段階はYamamoto(1956)や岸田，会

田 (1989) に準じ，周辺仁期 (peri-nucleo1usstage)， 

卵黄胞期 (yolkvesicle stage)，卵黄球期 (yolkglobule 

stage) ，核移動期 (migratorynucleus stage)，成熟期

(maturation stage) とした。次に，退行変性卵 (degen-

erative egg) の有無を確認した。さらに，産卵を経験

した指標となる排卵後漉胞 (post-ovulatoryfollicl巳)お

よび不明瞭であるがそれの可能性のある細胞塊の有無

を確認した。細胞塊があった標本については， PAS染

色した試料を作製して再度観察した。

卵巣の熟度について，各標本の中で最も発達の進ん

だ卵母細胞の発達段階および退行変性卵の有無をもと

に，以下のように区分した。周辺仁期のみ見られるも

のを「未熟(Immature)J，卵黄胞期までみられるもの

を「発達 (Developm巴nt)J，卵黄球期までみられるも

のを「卵黄蓄積 (Vitellogenic)Jとした。「発達」や「卵

黄蓄積」では，退行変J生卵 (degenerativeeggs) の有無

をさらに区別した。核移動期や成熟期のみられるもの

を「完熟 (Matur巴)Jとした。周辺仁期と退行変性卵だ

14 日本海におけるサワラ雌の成熟と産卵

けのものは「退縮 (Involution)Jとした。

2010年5~7月について，長崎県，山口県，鳥取県~

新潟県および青森県における尾叉長階級 (1cm間隔)

別漁獲尾数を調べた。使用したデータは， 2010年5"'7

月における各府県のサワラ漁獲量と市場測定に基づく

尾叉長組成(雌雄込み，銘柄不明)および全調査府県

の精密測定データに基づく月別の尾叉長 体重関係

(雌雄込み)である。尾叉長一体重関係式は，以下の

通りである。

2010年5月 :BW=0.37X 102XFU132 (〆=0.98，n=351)

6月:BW=1.37X 10-2 X FU826 (〆=0.96，n=298)

7月 :BW=2.91 X 1O-2XFD日 7(〆=0.95，n=247)

基本的には，月別漁獲量，月別尾叉長組成，尾叉長一

体重関係式により得られた各尾叉長階級の体重から，

月別尾叉長階級別漁獲尾数を求めた。銘柄別に漁獲量

が集計された府県については，月別銘柄別漁獲量とお

よその銘柄基準(井上ら， 2007) も併せて用い，月別

尾叉長階級別漁獲尾数を求めた。

以上の計算をもとに，尾叉長60cm以上のサイズ群

について， 5月， 6月， 7月の漁獲尾数を比較した。比

較では， 5月の漁獲尾数に対する6月および7月の漁獲

尾数の比率を計算した。なお，この数値は，雌雄は判

別せずに測定した尾叉長組成に基づいており、雌雄は

不問とした。

結果

2010年4"'7月までのサワラ雌の尾叉長とGlの関係

をFig.1に示した。尾叉長50"'60cmのほとんどの個体

のGlは，調査期間を通してl以下であった。一方，尾

叉長60cm以上のGlは， 4月は全ての個体が4以下であ

ったが， 5月および6月は4以上の数値を示す個体がみ



Fig. 2 Pictures of tissue sections of ovaries of S. Iliphoniu.l' 

日tIllaturity， 8ar=500μIII 

(A) Ovary in a 67，8 Clll FL felllalc caught off' Kyoto pref. 

in May 2010 

(8) Ovary containing c1eg巴nerativeeggs rrolll a 62，9 Clll 

FLf巴malecaught off Tottori pref. in May 2010， 

(C) Ovary at the vitellogenic phase of a 62，7 Clll FL 

relllale caught off Fukui pref. in June 2010， 

(D) Ovary at the vitellogenic phas巴 conta川 ingc1egenera 

tlve巴ggsfrom a 65.4 cm FL felllal巴caughtoff Niigata 

pref. in Jun巴 2010

(E) Ovary at involution of a 69，1 cm FL female caught off 

Kyoto pref. in July 2010 

(F) Ovary in the illllllature phase 01' a 69，0 cm FL fel11ale 

caught off AOI11OI・1pl・ef.in July 2010 

PN=oocytc at th巴 peri-nucleolusstage， YV=oocyte at the 

yolk vesicle stage， YG=oocyte at the yolk globule 

stage. DE=c1egenerative egg 

られた。7月はほぼ全てがl以下の低い値を示 した。

卵巣の各成熟度の組織切片写真をFig，2に， 2010年5

月，6月前半 ( 1 ~ 15 日 )， 6 月 後半 ( 1 6~30 日)， 7月の

熟度別の出現個体数および出現頗度をTable2に示し

た。 5月は「発達J (4 9'c) と['Oll班長f積J (96 %)のみ

が山現した。6)]前半は「先達Jと「卯比論偵」が90%を

l'iめた。両者の出現古tJ('iは6月後半には56O/C， 7月に

は11 9'cと低卜した。 7)Jの「卵黄蓄積」の出現は0%で

あった。6J-J後半から7月には「退鮒iJと 「未熟」のLI_¥別割

合が，それぞれ31%から58%および13%から32o/cと

高くなった。「完熟Jはいずれの則聞においても認めら

れなかった。「発達Jや['olj黄落砧Jで退行変性卵が確認

されたものは，5月では2611i'i1体中2211剖体 (85%)， 6月

前半では 19f肝|休中 16個体 (84o/c)， 6)-] 後半は9個体中

7個体 (78%)， 7月は211;Ii1体11'1 f同体であった。

6月後半の「卵 Ù~苔fi!ì . 退行変性卵あり J で 1:)1:卯 i愛情

)j包の可能性のある出111胞塊がみられたものがl個体あり，

PAS染色により観察した結果.1JI二卵後j応tJJ包が確認され

た (Fig，3)。 この個体は6)J 17卜|に新潟県沿岸で漁獲

されたものであり，尾災長65.4Clll. 体豆1.773g， Gf 

3，6で，市場i)!lJ定Il'に卵任 1，3IllI11の|畏水卵の体外流出

が確認されていた。本調査JtJj問にIJに，吸水卵(流出の

肉眼観察)および排卵後j朗自が認められたのはこの l

i同体のみであった。

20 1 0 1，f.5 ~ 7 }-]における熟度別のGIの平均，標準偏

差.最小{ι最大値をTable3に示 した。各熟度問で

GIの平均を比較すると ['卵黄蓄積」が最も高く['退

行変性卵なしJで3.9，['JJJ行変I'HI'IありJで6.4であった。

「卵黄蓄積」以外のGIは最大備でも4以下であり ， Gf4 

以上のものはすべて 「卵黄蓄積jであった。また ['発

達Jと「卵黄蓄績」のいずれでも，退行変性卵のある方

が高い値を示した。

長111市県， 1 LI口県，鳥取県~新潟県および青森県にお

ける2010年5月， 6月および7)Jの尾叉長60cm以上の個

体の月別漁獲尾数は， それぞれ35.5万尾， 6，04万尾お

よび1.83万尾であ った。 5月に対する比率は，6 }=Jが

17，Oo/c， 7月が5，2%であった。

考察

瀬戸内海束部におけるサワラ雌では • GIと卵径組

成の関係から ，Gf4を境として， 4未ii:i:lのものは未成

熟tlf，4以上のものは成熟昨に分かれるとされる(篠

Table 2 The nUlllber of inclivicluals ancl frequcncy at each Illaturity phase from May to July 2010， 

June 
Maturity phase May 

1 st-15th 16th-30th 
July 

Development o ( 0，0 q~ ) o ( 0，0 <io ) 1 ( 6，3 ~ ) 1 ( 5，3 %) 

Developlllent containing CI巴generatlv巴 eggs 1 ( 3，S c， ) 7 ( 33，3 ，;o) 4 ( 25，0 c;. ) 1 ( 5，3 %) 

Vitellog巴nlc 4 ( t5，-I c，;，) 3 ( t-l .. 1勺 ) 1 ( 6，3 ~) o ( 0，0 o/c) 

Vitellogenic containing c1cgcnerativc eggs 21 ( 80，8 %) 9 ( -12，9 %) 3 ( t8，8 <;e) o ( 0，0 %) 

Matul巴 o ( 0，0% ) o ( 0，0 C{， ) o ( 0，0 %) o ( 0，0 C{， ) 

Involution o ( 0，0% ) 2 ( 9，5 %) 5 (31.3%) 11 ( 57，9 %) 

Jmlllature o ( 0，0% ) o ( 0，0 %) 2 ( 12，5 %) 6 ( 31，6 %) 

Total 26 ( tOO，O幣 ) 21 (100，0 %) 16 (100，0 7c) 19 (100，0 %) 
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Fig. 3 Pictul巴Sof post-ovu latory foll icle of ovaries‘at the 

vll巴Ilog巴nicphase. 01' a 65.4 Clll FL felllale caughl oll 

Niigata Pref. in June. 2010. 8ar=100μlll. POF=POS1-

Ovulalory follicle 

原.1991)。本報で調査した 日本海のサワラ雌のCIは

4~6月 にかけて上界し C/ 4以上の (jif;1 体が5月および6

月に尾叉長60Clll以上で多く出現 した (Fig.l)。 この

結果は，東シナ海・黄海(/賓11向. 1993) や京都府沿岸

(井上ら. 2007) における結果と同様であ った。C/4

以上の個体は、卵巣の組織学的観察では「卵黄蓄積Jで

あった。「卵黄蓄積」の個体は5月および6月前半に出現

割合が高かったことから 日本海に分布するサワラが

産卵する可能性のある時期は6}=1中旬であったと推察

される。6月17日に卵流出恒|体が漁獲されたことは，

推察された産卵11当期が妥当であることを支持するもの

と言える。この卵流出個体の卵巣には排卵後憾胞が存

在し (Fig.3).その流出卯の卵径は産卵される卵径と

同等であった (岸田， 会田， 1998)。 このような個体

は，岸田，会問 (1998) の指摘によれば.1日以内に

産卵した可能性がある。以上のことから，日本海にお

いても一応に6}-Jごろ産卵が行われていると考えられ

る。 しかしそれと同時に.産OIJf(;lの発見は部l査期間

中わず、かI1固{本にとどま ったことから. 1ヨ本海におけ

る産卵魚は非常に少ないことも示唆される。

日本海での産卵期 と推察された6月およびその前月

のSJ=Jに r発達Jや「卵黄蓄積」の個体の多くには退行

変性卯が雌認された。また.退行変性OIJのある1Ii!!1休は.

それがない個体よりもCIは高い傾向があ った。 これ

らのことは， 1三|本初のサワラ雌では.成熟は一応に進

むものの卯の最終成熟(放卵しうるまで)に達するま

でに退行し始めることがあり.その頻度も高い可能性

があることを示唆している。翫田(1992) は カタク

チイワシで. 産卵の|臨海水市l以下で、は卵黄l~J(期であ っ

ても排卵および産卵は行われなかったことを示し最

終日比熟と産卵には水温が引き金として必要であること

を般察 した。岸田(1989) は.瀬戸|人.Ji師におけるサワ

ラの分布と回遊を調べ，ごく隣接海域において産卵開

始時期が異なったことについて. 表層 7Jく渦の 1 ~20Cの

差と関連させて検討した。また， ;辛Ifl(1990)は.サ

ワラの産卵に適した表層水協を 1 9~200C とし表層水

間の日変動が産卵ピークH寺亥IJに影響を及ぼすとした。

これらのまLI見からは.サワラの卵の鼠終成熟の水市lに

関する条件として.比較的限定された時間帯に表屑水

禍が適水温となることが必要であると想定される。ー

カー岸田(1 990) で示された産卵のための適水温 1 9~

20
0

Cに注目するならば. 6月の表層であれば日本海で

もみられることが知られており，日pの最終成熟には水

淵以外の条1'Jーもあると忠われる。志木|ら (2008) は

春季の鳥取県沖におけるカタクチイワシでは，栄養状

態の低下が産卵抑制に影響していると考えた。また.

飢餓状態、が卵栄卵の再吸収を引き起こすことも知られ

ている (Hunterancl Macewicz. 1985)。 日本海でサワ

ラの卵の最終成熟が進まない迎Itlの解明には，産卵行

動と7Jく温条件の詳細な関係や摂食もしくは栄養状態と

卵成熟との関連および日本海沿岸における春から初夏

にかけた飼環境について検討する必要があろう。

尾叉長60Clll以上の個体群について，5月の漁獲尾数

に対する産卵期と推察された6月およびその直後の7月

のそれの比率は 17o/cおよび5o/cであった。この値は.

雌雄不 |吋 としており .厳密には~Ufのみでの値ではない。

ただし.対象としたサイズ'1伴では5月における雌雄比

が著しく雄に偏ることはなく ，よ り厳密に計算しでも

今回と同様に低い値になると思われる。計算結果は.

尾叉長60C lll以上の ~tff:は産卵WJ前には 日 本梅に多く分

布するが.そのほとんどは産卵期を境に姿を消してし

Table 3 The lllean， slanclarcl cleviation (50)， lllinilllUlll ancllllaxilllUlll of the Gonacllnclex (C/) al each lllalurily 

phase frolll May to June 2010 

CI 
Malurily phase n 

Mean 5D Minillllllll MaxilllUlll 

Oeveloplll巴nt 3 0.90 0.69 0.47 1.69 

Oeveloplll巴ntconlaining cleg巴neratlveeggs 13 1.84 1.11 0.51 3.89 

Vitellogenic 7 3.85 1.50 1.97 7.00 

Vitellogenic containing cleg巴n巴rallVe巴ggs 33 6.43 2.75 2.57 11.84 

Mature 。
lnvolution 18 0.83 0.22 0.56 1.34 

Illllllature 8 0.53 0.10 0.41 0.68 
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まうことを示している。

6月後半および7月に，漁獲尾数は非常に少ないが

「退縮」の個体が出現した CTable2)。これらの個体

が i発達・退行変性卵あり」や「卵黄蓄積・退行変性

卵ありJから移行したもの， 日本海で産卵した後のも

の，あるいは， 日本海以外で産卵して再び、戻ってきた

もの，いずれの可能性が高いか，本報では産卵の有無

を定量的に判断するには至らず特定できなかった。

「完熟」個体の発見は標本の採集時刻に影響されやすく

(岸田1990)，排卵後j慮胞は時間が経っと収縮し確認し

づらい(成松ら， 2004;清水， 2006)。つまり，それ

らが無いことを明らかにすることは難しい。今後， 日

本海のサワラ雌の卵の退行変性過程の解明や，ブリ

Seriola quinquer，αdiataで、実施されたようなデータロガ

ーを用いた標識放流調査(井野ら， 2008)がサワラで

も可能となり，成熟サイズの産卵期前後の分布特性が

解明されると，さらに有意義な検討ができると思われ

る。

本報により，サワラ雌の日本海での産卵を確認した

が，それはごく一部であることが示唆された。また，

サワラ雌の多くは，卵が最終成熟する前に退行してお

り，産卵期には日本海からほとんど移出すると考えら

れた。以上のことから， 日本海での産卵の本資源再生

産への貢献度は非常に低く，漁獲が急増して10年経過

しても，依然として， 日本海以外にある主産卵場が日

本海のサワラ資源を支えていると考えられる。日本海

における漁獲動向を検討する際などには，今後も東シ

ナ海の資源状況が有益な情報となるであろう。
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研究報告掲載報文要旨

漁獲状況および標識放流試験からみた近年の日本海に

おけるサワラの分布・移動

戸嶋孝，太田武行，児玉晃治，木所英昭，藤原邦浩

日本海沿岸の漁獲情報および標識放流試験結果を用

いて，近年の日本海におけるサワラの分布・回避パタ

ーンを考察した。日本海西部では， 9~10月に「さご

し」銘柄の尾叉長300~500mmの0歳魚が多く漁獲され，

日本海北部では， 5月に「さわら」銘柄の尾叉長600~

700mmのl歳以上魚の漁獲が多かった。また，標識放流

試験では放流魚の多くが放流海域付近で再捕され， 日

本海に来遊したサワラは2歳になるまでは日本海に留

まると考えられた。

日本海におけるサワラの雌の成熟と産卵

藤原邦浩，佐藤朔太，戸嶋孝，木所英昭

日本海で漁獲されたサワラの雌の卵巣に関する組織

学的観察および産卵期における漁獲状況を調査し、日

本海におけるサワラの成熟、産卵特性を明らかにした。

調査したサワラの雌のうち、日本海での産卵が示唆さ

れた個体はわずか1尾であり、多くは産卵可能となる

段階までは成熟が進んで、いなかった。日本海でサワラ

の漁獲が急増して10年以上が経過するが、現在でも、

日本海に分布するサワラの主たる産卵場は、日本海以

外にあると考えられる。

近年の日本海中部沿岸域におけるサワラの漁況予測手

法

木所英昭，戸嶋孝，奥野充ー，児玉晃治，藤原邦浩，

浅野謙治

1999年以降， 日本海において漁獲量が急増している

サワラの漁況予測手法を検討した。石川県，福井県，

京都府のサワラ漁獲データを用いて，秋漁期における

尾叉長65cm未満の「さごし」銘柄の漁獲尾数を説明変

数とし，翌年の尾叉長65cm以上の「さわら」銘柄およ

び翌々年春漁期の「さわらJ銘柄の漁獲尾数を回帰分

析した。その結果，各々の関係には有意性が認められ，

「さごしj の漁獲動向から 翌年の「さわら」の漁獲

量を予測できる可能性が示された。

京都府沿岸域における遊漁船による鈎獲量推定(資料)

山崎淳，辻秀二，潰中雄一

2007-2010年の標本船日昔、 Webサイトおよびアン

ケートをもとに，京都府沿岸域でマダイ釣りを行う遊

漁船の延遊漁者数と釣獲量を推定した。年間の平均延

遊漁者数は65，613人 (50，828-80，641人)，平均釣獲量

は542トン (366-690トン)， 1日I人当り平均釣獲量

(CPUE)は8.3kg (6.0-10.5 kg) と推定された。釣獲

48 掲載報文要旨

量が最も多かったマダイの年間平均釣獲量は160トン

(147-195トン)で，沿岸漁業の漁獲量の1.7倍であっ

た。釣獲量が漁獲量を上回った魚種は，他にイサキ，

チダイ，メダイおよびウスメバルであった。天然礁域

と魚礁域でのCPUEを比較した結果，マダイ，ブリ，

イサキでは前者が後者より高く，マアジ， メダイ，

チダイでは後者が前者より高かった。
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