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国東市国見町地先の小型定置網で漁獲されたスズキ成魚の性比
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データは 1995 年 8 月～ 1996 年 8 月のもの

スズキ Lateolabrax japonicus はわが国を代表する広塩
1)

2)

性海水魚で 、重要な沿岸漁業資源である 。本種の生
態については多くの報告

3-14)

があり、資源生物学の視点

から統合的に研究成果をまとめた書籍

15)

法
17-18)

を使用

した。ただし、1996 年 2、3 月は欠測であった。当時
の調査方法の概要は次のとおりである。
調査対象の小型定置網は、図 1 に示した。国東市国

も発刊されて

見町の 2 経営体 5 統で、定置網の目合いは身網が 6 節、

いる。
6,16,18)

袋網が 8 節であった。調査期間中に漁獲されたスズキ

これまで注目されてこなかったが、著者の調査により

を適時購入し、個体測定に供した。購入に際しては入

河川、沿岸、沖合など生息場所によって性比が異なる

網したスズキ全てとし、月に 20 個体程度の成魚の確保

一方、本種の性比については報告事例が乏しく

１

ことが明らかになりつつある* 。本種の生態を理解す

を心掛けた。

る上で性比は重要な情報と言え、生息場所で性比に差
があれば、生息適地や回遊生態が雌雄で異なる可能性
がある。生態の解明が進んでいる稚魚期

9-14)

と比べて、

成魚期の生態には不明な点が残されており、性比に地
理的偏りがあるかも含めて、生息各地における生態情
報の集積が必要である。
大分県では 1995 ～ 1999 年度に本種の人工種苗の放
流効果調査と並行して実施された漁獲物調査により、
豊富なデータが保持されている

17-21)

そこで、これらの

データの中から、良質なデータが揃っていた国東市国
見町地先における小型定置網漁獲物調査の結果に焦点
を当てて再整理したところ、当該地での性比に関する

図１

調査対象の小型定置網の位置

情報が得られたので報告する。
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入手したスズキは、放流個体を排除するために、標識

19.6 ％と性比が雌に大きく偏った。8 月のデータとし

（タグ、鰭抜去痕）個体及び鼻孔隔皮異常個体を除い

て 1995 年、1996 年のいずれを使用しても、産卵期と

て標本魚とした。標本魚の全長、体重を測定後、解剖

それ以外の月の性比に有意な差があった（χ 2 検定：p

し生殖腺を目視観察して性を判別した。スズキの産卵

＜ 0.01）。また、産卵期には全長 700 ㎜を超える大型の

期（調査海域：12 ～ 1 月

雌がまとまって漁獲された（図 4）。

17)

）であれば小型個体でも生

殖腺観察から容易に性を判別できるが、春～夏の小型
個体には目視での識別が難しい個体がある。特に精巣
は相対的に卵巣よりも小さいうえ、卵巣が山吹色を呈
するのに対して、灰白色と他組織との見分けがつきに
くく、小型個体では雄の数を過小評価する恐れがある。
そのため、標本魚のうち性別不明の最大個体（全長）
以下の個体を、性比の解析対象から除いた。

結果及び考察
調査期間中に 607 個体の標本魚が得られた。ただし、
1995 年 11 月は調査地先では豊漁月であったが、唯一
の調査日が不漁で 1 個体しか確保できなかった。また、
1996 年は 2、3 月に調査を行わず、5 月は調査日を 2 日

図２

標本魚の全長組成と性構成

設定したが 5 個体に留まった。
調査期間中の性比
全標本魚の全長組成と性構成は図 2 に示したとおり
である。
標本魚中、性別不明個体の最大全長は 352 ㎜であっ
た。全長 352 ㎜以下の個体を除外した結果、雄は 76 個
体、雌は 111 個体で、雄率（雄／(雌+雄)）は 40.6 ％と
なった。
体サイズと性比
全長 700 ㎜以下の個体では、体サイズによる雌雄の

図３

標本魚（全長 352 ㎜<）の月別の性構成
各月のバーに示した数字は該当月の調査日数

出現率に大きな差は見られなかったが、全長 700 ㎜を
超えるものでは 1995 年 10 月に漁獲された雄（全長 715
㎜）以外の 36 個体は雌であった（図 2）。χ２検定の結
果、全長 352 ～ 700 ㎜群と全長 700 ㎜を超える群の性
比には有意な差（p ＜ 0.01）があった。
季節と性比
全長が 352 ㎜を超える標本魚の月別の性構成を示し
たものが図 3 である。
性比に顕著な傾向がみられたのは調査海域のスズキの
産卵期である 12 ～ 1 月

17)

で、産卵期以外の月の雄率が

50.0 ％（1996 年 8 月を除外）、もしくは 48.7 ％（1995

図４

年 8 月を除外）であったのに対して、産卵期は雄率が
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