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水産際化場研報

39号： 1937, 1984。

田川におけるサクラマス幼魚、のスモルト化

に及ぼす生息密度の影響

杉若圭一＠小島 博

（北海道立水波J界化場）

Influence of Individual Density on Smoltification in Wild Juvenile 

Masu Salmon (Oncorhynchus masou) in the Atsuta River 

Kei…ichi SUGIWAKA and Hiroshi KOJIMA 

(Hokkaido Fish Hatchery) 

Abstract 

Investigations on the smolt of wild masu salmon Oncorhynchus masou wer’t carried 

out from 1978 to 1984 in th巴 AtsutaRiv日r,which discharges into the Japan Sea and is 

located in the mid western area of Hokkaido, and some remarkable findings on smolti匂

fication were procured. 

In the developmental progress of smoltification, silvery parrs which app巴aredin 

March, develop巴dinto early stage smolts in mid to late April. Approximately two 

weeks later, they changed into middle stage smolts. Late stage smolts appeared in late 

May. Periods of downstream migration of smolt for each year occurred from early 

May to early June, and peaks of migration occurred iri mid to late May. 

Smolts had approximately 1.0 1.5 cm of monthly gt'owth in fork len耳thduring the 

period from April to May. ’i、hefork length ofド（2,)smolts ranged fr牟om8.5 to 15.0 cm, 

and averaged between 10.6 and 13.0 cm, while range and means ofγ （33) smolt fork 

length were 12.3 18.3 cm and 13.5 15.4 cm respectively 

Of the Iト smoltpopulation, 23.8 34.1% were male and of the 2' smolt, the rate 

shifted between 0 and 34.6% from 1978 through 1984. Changes in sex ratio during the 

course of the i+ smolt run were observed. Usually the rate for males increased grad-

ually during the migration period, though in a few years peaked at the middle of the 

1 migratory season. From observations on the sex ratio of o+ juveniles in Autumn, 

assumed that these phenomena were influenced by sexual differences on growth and 

ph呂sedifferentiation in the prεcedin立year.

The frequency of 2' smolt varied in a three year cycle. Emergence of z+ smolt is 
r巳latedto high juevenile density which causes inf巴riorityof growth in （）十日耳E There-

fore, The methodical fluctuation of 2' smolt frequency reflects the periodic varitation in 

the individual density of juveniles, e.g., high density causes high frequency of z+ smolt 

in the year日fternext, and low density reduces z+ smolt frequency in the year after next 
These results suggest that, in the Atsuta River，日ccordingto increase of individual 

density, total smoltification rate also increases du巳tothe appear anc巴ofa multiplicity 

北海道古本貞一務｛「，ii¥)，業主tu；；らり
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of 2' srnolt. From the estimated regression curves, the rate of smolt produced from one 

year class group will reach approximately 63% where all sm。ltsare Page in the 

individual dcnsioy of 0‘l p巴Isquare meter. Under an exceedingly high density (4/m'), 

smoltification rate might increase to 100% due to an increase of 2トsrnolts，巴specially

male smolts. 

Striking suppression of juvenile’s growth as a result of the influences of high density 

and environmental effects，巴。 g.,floods, resulted in a substantial decrease in the srnoltifiョ

cation body length of fish rather than an increasεin the smoltification age. 1、his

suggests that if the individual density of o~ juveniles becomes extremly high, the 

srnoltification rate wolud not rise呂ccordinglyand be set a limit to approximately 80% 

。fone year class group in the Atsuta River. 

著者らは，厚［［］川に 111引する降海烈サクラマス幼魚（以後スモルトと［呼称）において既存の知見とは !f~ なった 1\'ij

頻度で 2＋スモルトが11＼刻すること，およびそのlfiJtl率が年変動を有することを報告し，更には 0→xJJ＃，＇.の生息密度

の多trに起［;A:Jする幼魚の成長度ftiJl2 Iスモルト／J}J比率のif変動のJJJU人jであることを示唆した（杉ノ）＇i・ノト，［））， 1979, 

1980）。幼魚、の成長の良夜がスモルト化＇ l＇齢に影響を及ぼすことは，池 ljJ自iuftの滋合には認められている（伝1小尾

事者， 1969：久保， 1980, 1983）が，内然ノ主界；こむいては経験的には実IIられているものの， JH本的なデータは待られ

ていない。しかし，このことはザクラマス豹継をfl i刊とする Miii における幼魚管’怒をわう場fl~こ，級めて－必要な、こ

ととなる。すなわち，幼魚の総てが降海せずに河川に残WIする｛同体安当じるという ！］：録的特性そ有するみJ種の明舶

は， 4；米ならば沿H＇＝資1片lに］！＇・J:一鮫紅1合するスモルトの最大今if:

~！息t宇~I史が篠立された1でF行われることが必、空E一である。

このような鋭h：、から，著者らは）7<1fJllにおける適正生息街！皇慕準の様、』／：に資するデータの収集を日的として1977-iJ

以来謝：貨を行って米た。調査結果のふ古15はノト！L).杉~＇i 0979, 1980），杉若＠小島 (1979, 1980）等て込報告したが，

その後の調査によってこれらの報告をi写実記iするデータあるいは新たな知見が得られたので，ここに淳！11111におけ

るサクラマスガ＇Jfむのう必5必iさとス T:！レトイ七の隠係を中心に，総論的なスモノレト iJj続.11：慾'ii:f守めて報frする。

尚， i制空Eにあたってはj守口1111保設水llri'l~＇ Jf~ に携わっておられる槻館定雄氏の多大な御協力を得た。氏に対し深く

感謝の認を表するものである。

調査方

J母子t対象河川として選定した浮ffI JI jは，北海道のqijli.；却に位置したれぬjめこ註ぐfiifJllである。昭和40il度に保護

水i白1MJIiに指定δれ，総ての7)<.p（動物の採怖が規；li!J0れているため， ・<¥!)OJ＇，中J漁はわるものの人為的減耗は無し、ι

等しいO .IIIには河川l説IJlリクラマス親｛なおよびmmザクラマス初Hr.rJ1*o）人J粉、化桁魚放流Ufrわれておらず， t'I

然U〕ザクラマス川ノIJ.辛勝i境が保たれている。

iJlil資は 197711 の予備rYtJ査を合め， 1984＂！まで 8 年間にわたって実施した。幼fl,1,0〕ノトム哨·： !JI~や成l;i: ， 秋予のホII分化

状況，Jfij脊はl978'1ーから 1983'1にかげてfl)：｛ド7～l1} J (1983ilは7～ 8Jj）にfni.スモルトに［却する；Ytu査は1978ijう

から1981ijにかけて 4～ 5JJ, orによっては乃～ 6J jに災胞した。

iな潟1Uili介、は Fi芯 ltこ示した。メuと、密度.f;J；び！夜長OJi¥ili］会：1主主に A～BO)fl¥Jでれった。スモルト；必ずtlまtiニC
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～IIおよび I,J, Kで実施した。幼f¥1，，特にスモル卜の

すンプリングに際しては，積雪や肩車’ペ，降雨による増水

のためにこれらの調査地点でサンプルがi：分に得られな

いことも手jり，その場合は Aよりも j・lJitや他の：xmt等二に

おいてガンプリングを行った。

生息伴Wtの訓1rブiiLはノト品。杉利 (l979, 1980) iこぶ

してあるとおりである。本報合のノL店、3密度のデータは1983

{f分を除いてi記およびノ1',!;,'j( 1981, 1983, 1984）を灼

いた。｝」X:kのデ…タについては一部これらの報行に示さ

れた数if1＇（を！日いているが，人 Vil）分は相分化の解析をIIrl'J 

として｝Jljの機会に収集した資料を1おいているため， t記

0）幸日干＂；・とは 3てなる数iirlを示す；助frもある。

スモルトのt%111lはりンプリンクツJiょによる選択刊ーを除

去Jるため，可能な絞り校総によった。採泌した2JJf~dま

llYfリrm：，村［O）判］JljおよびS1・:1J令官t!i:を行った。

相の判jjlJ

ジ・hf(l0）村！？？イとの主人裂として il:H~ した科4討の名称および

'['lj]Jljぷ持iu，主主本的には久保 (1974）によったが企部村l

）：｛［＼する／，（もある。以ドにそのI二なん志社gをノJ汁。

．体1£~ ；主主交 (j ｛ぶしているがそのf'i'皮は弱

く， parrmarkがゆj目玉nこ説｛められる。

体［＼＇ljU）減少は顕若ではない。本線；1；の

i立i表では silveryparrとll'f.科、する。

前期ス Eル卜．体（~，の銀 1'11t;は強いが parr mark は；必

銀｛ヒノ~、

第39号（1984)
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F'i宮.1. Location of the Atsuta River and sampling 

日tat10ns,

Approximate distance from the sea of each 

station are as follows, A 31 km, B 27 km, C 

23.5km,D 2L5km,E: 17km,F: 15km,G: 9 

km, II : 1.5 km, I : 24 km, J。17km, K 15 km. 

められる。休日の減少がず＇ I：て、はある

が認められる。

rj1JVJスモノレト：休｛Cr,fJ完全に銀内化し， parrmark はほとんど：認められ々い。背鰭rn端部が黒化する。鱗は側め

て剥離しMしまた体r:':jは減少jる。

後＋Yi）＇.，モノレト j)乱ir mark l土イiそく認められなL、。？？主主W!iilri郊のf出二区f！！芸j縁ilii'il＼が黒化する。汚吉誌は汚緑色をお’び，

体［＇，＇，＼！立；的しく減少する。

伐W/i＼＇！パ＼ Miii lこ伐W19る！＆熟したあるいは成熟lこ1l1JうHIで，久｛栄 (1974）のHうところの clark panがキLI

'11 ・9る0 ;f.：分化2をにおいても G S. I. Ul.WU握む主主； x100／イ4'•主）が（）. 1を越える｛話！？本については成熟

に1f1Jっているものとして伐Wfl¥IJパ」としたo 4桜台の！刻表r[rでは residentparr のず：称号rllJいた。

小II;'！，パ、 ：｛千乎U〕スモルト降詳ifW1およびその目立後に:Iげはするif的 1'U);hl~IJふ：分化幼魚、で，後に 2 ＋ス年ル卜あ

るいは筏Wf1¥Uノf iこ分化する c 1本N：，外観およびGS. I. (0 01～0 05）で努坊に他の約と沢民す一

るにとができる。；4:幸町fでは smallparrとして［刻表にノれした。

さで，スニElレトにおける二つの外観的夕刊J'iす心、わわ前!Ul・rjrJりj.後期jスモルト lこ対し，久保 (1974）はそれぞれ

21 



葬浮 化場研究報告 第39号 ~1984)

pre""smolt, mid smolt, post smoltの英名を与えた。しかし， pr巴 smoltおよび postsmoltの名称は，それらの

本来の意味によって会く別の相と混同される危険院があり，事実 cohosamlonにおいて smoltとpre"smoltあるい

はsmoltとpostsmoltをl2Z別している報告がみられる。スモルト化の進限に伴うこれらのlメ別は外観的特徴そ基準

にした答：観性に乏しいものであるためヲ相の分化を論議するのであるならば普通は parrとsmolt，あるいは parr,

silvery parrおよび smoltにl又別するだりで良いのかも知れない。ただ，正tJI立学的な追求を経l時的に行う；場合等は詳

細な区百ljも必要であろうしヲ GORBMANet al. (1982）は形態学的な論議を行うためにスモルト期における反別をし

ている。そして；本報告もまた，生態学的な論議を進める i二で区別を行った。しかし，その英名については先の濯出

から久保 (1974）を踏襲せず，前WJ・r[ityj.後期スモルトに対応するものとして earlystage smolt, middle stage 

smolt, late stage smoltの名称を与え，凶表に示した。

年齢資王位

年齢ft定は鱗で行った。ザクラ干スの場合，その河川生前期jの鱗にfl,~｛j 齢機示を形成する 1181体が千1♂ることが知ら

れているが，加藤 (1973）は隆起線数によって偽年齢標刀、を検出できるとしている。従って本報告における年齢交

定法もこれそと踏襲して｜経起線数奇基準にして行った。ただ，年によって1%~ij‘齢樵示の位置や Iii現率に大きな差があ

り，またスモルト平均体長の変動』こ伴って際起線数も大きく変動するc そのため，査定基準を回定化することはせ

ず，毎年の鱗析に氏、じて査定基準を設定した。場合によっては 0÷幼魚時からの鱗校！の変化を追跡して年鈴査定暴準

設定の資料とした。これらの方法および査定基燃の記述については本報告のH的とするところではないので，汚I）報

に議ることとする。

結果および考察

スモルトの出現

j字国 Jil にお付るザクラマススモノレトの出演様式 ~J:, 1978年およびlヲ79it三際海群ーについては既iこ杉若・小島 (1979,

1980）で報告したが，以後の3品交で得られた匁i見も加えて改めてその紋婆を記する。

J亨問川のザクラマス幼魚では年齢0→i時の 9月に村1分化の開始が認められ， 10月末から11月にかけて大別雌を中心

に銀化パーが出現する。また，前年の 0'I時あるいは春季｜海海ft主に相分化を起こさなかった l十幼魚、の銀化パー化は

。＋f/;1，よりもJ]LJVJに始まり，年によっては 8flに大別の l←銀化パ】が認められることもある。これら銀化ノfーの越

冬の様相は杷撰していないが，河川の結氷が融解し始める 3月中～ド旬には秋季と同様の銀化パーの外観を保持し

て出E見する。

銀化パーも含めたスモルトイじの進展に伴う区別，すなわち前・中 a後期スモルトの判断はfjf）述した様に外観によ

る判断という主flJ¥I，に委ねられており，また科燃の移行t＼＇りも当然多く出現するため採擦スモルトのi汚確な［ズ汚lj（；土問毅

である。従って観察者によってはその／UJ.ti比も奥伝ることが考えられるが， らの観察では浮LfJJ11におけるスモ

ルトイじの進展は次のとおりである。すなわら， 3 JJ q11iJ～ 4月中旬にかけて出刻した銀化パーは， 4 fj 1j1iリ～ 5}j 

1イ1) （主に 4n 'r］～卜＇i1J）に前期スモル卜へ移行ーする 0 J.tf＇こスモルトイ七が進行すると 4月下旬～ 5Jjド七J（主に 5

}j i：～qitij）にijiJUJスモルトが出現する。後期スモルトは 5Jj寸1七jへJ 6 }j J：七o(cl:：に 5月下旬）に11i現ずる。スそ

ルト化の進行状況は年によって10日前後のi混迷があり， 1982年および1983年は比較的早くスモルトイビが進み， 1980,

1981お上び1984｛ドは中期スモルトから後期スモルトへの移行が遅かった。この様な移行時期の変動は，表lfjj的には

融雪ノ＇｝＜.の治 j誌や1.K1l!li等の生息、環境の変化iこ影響されている様にJ&,l、えるが明らかではなし、。ともあれ， 6 FJ J Fせには
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スモルトftl!I体数は急速に減少し， 6

月中旬では全く認められなくなる。

計百川内におけるスモルトの LilJJ~ に

ついて幾つかの特徴的な様相が観察

された。 Fig.2は1980年の調査地点

別スモルト出現状況を示したもので

あるが， 4月におりる認査地点 Iおよ

び j，すなわら支流における t!:\fJ~数が

多い。スモルトがその出現W-1普JWJに

xifitで多く，本流で、少なく !.fl現する

現象は1IJ:年初i祭されており，勾によ

っては本流（調査地点。～Fの区！？日）

で全く採捕できないことがある。 4

月は融雪中期』こ当り，解氷の進んで

いない本流でiま採J浴場所が限定され

るゾj，高官雪の進行した支流におい

てスモルトが採捕され易かったこと

Silve『γp正~n

Ea『ly $制緩怨諮問ゆIt

醐iddl《~sta9es阿ぬlt

late sta1総 smolt

April 

醐

閣制

し
LL 

June 

Fig. 2. Appear司anc巴 ofsilv《；ryparrs and srnolts of rnasu salmon in 

the locational and seasonal differencεin the Atsuta River from 

mid・ April to early June, 1980 

もその原肉として考え得るが，夏季の渇＊則lこは流設がおふしく減少し幼魚のメi息fitも小さい支流で多くのスモルト

が出現するということは， jj：上。干i城 (1968）の示す幼魚、の支流への越冬移動を示唆するものと忠われる。この様

な本・支流におけるスモルト出現抵の州連は 5月に入るとその比率が逝転し，支流のスモルトが移動するため本流

に多く出現する。 会方，この年 (1980｛ト）では比較的ド流に位置する調査地点（？の 41J中旬において，前期スモル

トを「！？心とするスモルト若手が多数採織された。 」般に，！海海盛期では汚Jllの下流主主将スモルトイとの遂行が進んでい

るが， lfj現タ~！VJである 4 r~ ·~1tu fこ本流1・・流域にスモルトfとの進んだ，しかも多数のスモルトが出現し大ことはとJzl¥

したみ；。支流のスモルト IU羽織式に相反するものである。しかし，越冬前の秋季（10｝：］）に本流の中FiWi域におい

て大型銀化パ 集｜叶がみられる（杉~＼＇，未発表）こと，更には 4 月中旬に観察されたこの例外；，／l'I が 4 日刊リの司自H町

時では認められなかったことから，本iitEのrj:iド流域で、必冬し，比較的叩＇ ltJJに降淘寸るif.';I外；併の存者！：が力、l俊される。

久保 (1976）の観察とは異なるが，銀化ノf一期も含めてスモルトは1¥'tを形成する傾向が顕治A て、ある。降#Jj後｝ザJu〕

；卒、流ド流域では，よれ寄りの三！と瀬や浅い淵]Jt',にも数It単位のスモルトを観察することができるが9 4 JJ 1j111J～ ~i ) j卜

勾では嬬水が激しいこともあって，本流と：支流の合流fillや流速の緩か去、li!H~~·；、の限られた均所でしか採納することが

できない。この様な場所ではスモルトはかなり大きな訴を形成してi刊ニド：jって定仇してま3り，活発な渋俗なわう。

スモルトの降ド的問fむについては， f!Jtil(1965）はflj安からi]'・':ifiまでの！日jLこ降ドするとしているがH体的なテー

タはノ；；~されていない。久保 (1976）は明け方あるいは ii没後数時間に降卜が起きるが，降：潟水i引では ~jljr（＇も降i、

千J!ll}Jが1iJ,I祭されるとしている。原子 (l982）および Sa/mo、sale.口’について OsTERDAIIL (1969）も f';JNH~： 11;¥ WW よ

っては！！付qこ降ト行動が起こることをf必然している。ープj, J字Ill川においては1980｛［およびl98lilの 5JJ I Aへ・LJllii)

に，調査地点、 Kでトラップを設置して言語交を行ったところ， fitlj年とも 191時から22刊の！日jにのみスモルトがJ采摘され，

他の時間帯には認められなかった。調交i時期および調査地点が，前述したスモルト出現数が減少するらけの支流C

あるため，あるいはスモルト主若手の降下の様十討を反映していなかったのかも知れ々い。
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成長および降潟時期

I市；.：； は1980～19i;:)ilーに採師jした lIス）日レトのIF'iJ”jlj体長（昆5Uむ以後特に断わらない限りJtて尾文NJ分布，

およびそれから祁ilWした！＆＇.長i内線のすtiさと｜好泌It、＇JWJをノj；したものである。 般に， ltz:k:J¥'ii:'求めるJ易合はJよ持i：「｜を

ト…~－ Ap1il April 

1ヰ

13 

S韓議ward
mi gr拭蹴3

，~－－＂一向同町仙一－，
〆”

；／ず／／

!ff／ て

i:I 

Fig.::!. Chronological development of the smoltificalion，』1;rowth

and seaward miどrationperiod of J 1 masu s乱lmonsmolts in the 

1¥lsuta River. 

＊・ silvcτyparr 

/¥ middle日tagcsmolt 

仁〕 earlystage smolt 

6覇。］alestaどusmolt 

b rcgrc出 ioncocfficicnU; of estimated growth formulae. 

FL a I ht (I「L.fork length in cm, l: clay日from1¥pril l) 

Obli日alelineo; inclic日tcgrowth line'; which have the daily g1owth 

rate (b) in e乱chyear. Arrows indicate the occurrence of new 

moons 

24 

設定して経過H数と体長分イJi

から

FL二 ai bt 

(FL 十五>Zl{, t : I i数）

の；1'1.線［n！お｝::r＼を導く。しかし，

降海賊！のスモルトの陽介には

初！り）0〕体長が人‘汚く，スモル

ト｛［－；O）近Hrが ljl.い例体が順次

降海するため， ニオしらの｛！／；）体

以降者Jj後期jのデータus卜11に含

まれずJi記長を過少に評慨して

しまう危険性がある。従って

ここでは 4JJ 1 11を法持tuと

した11.H!tJの甘i移とスモルト化

の進行長考慮して1;¥l/J＼したわ

この場合，デ」タi［＇（が多く，

データO)Jftli'llfJiL、tこよって［l1J

帰係数l〕すなわちij間成長一説

が変化するときはヲ itiji'／約，・i:1
い相関係数をれする←」つ0)j口！

frtH打線をコドグせして［111桁係数を

iとめた。例えば， 1980年の 4

JJI、七J 5 JJ l.f1J 5 J J Hu 

lこ対！心するillH化ノ＼・- ！日JlUJス

むノレト 1j1JYJス司／レト 0））戎ck

止、；t

FL二 wsn1 o.o:rn 

(rご 0.702, litもIcm) 

てJ℃わされる。ヅ）， f)jj卜g

q1ノiiJ 5 J J H1J • 6 J J i _11J fこ

対比、するけ1JYJスモノレト ｛乏!!JI

スモノレ卜 OJ!&:H:1"¥il

FL 1 L088 1 o.o:rn 

!rιo.:s9oJ 



き~39~｝ (1984) 

で表わされる。従って， 1980まI'・のflI日j成長長は二つの値の：＇F均併をとって O.O:l5cmとした。同様にl982ifの場合は9

4 ll f旬銀化パー， 5月jイij前期スモルト， 5月中旬＇ t＇＇期スモルトそして 5月「：11]後期jスモルトへの移行事？ノトす府

の成長式は

ドLee9.1 ti I 0.057t (rご 0.695)

また， 4 }j 111 .卜旬の111i!tJJスモノレトから 5月上旬1j1則ス Eルトへ移行した鮮の成長式は

FLニ 10.908寸0.044t (r 0.638) 

であるため， R年の平均日開成長；誌は 0.051cmとなる。 ふh, 1981与の殺にデータ；1！が少なく， tH現fj；~Jgj を通した

スモノレトイ七の遂行tこ対応する成長式が

FL二 ll.361十0.032t (r二 0.885)

と［＼＇.）jい相f却を有するひとつの［叶帰1t'J線で代表される場介は，その［11[帰係数をけ間成長誌とした。

以上のことから， 1980～198Jif＇の 1＋スモル卜の1111¥J成長註は 0.03～0.0!)cmとなり， 1ヵJJr::Jで、約 l～Uicmの成

長を示したことになる。当然，この数値はひとつの指標に過ぎず，村｜分化の絞11：にあって成長の｛間体Jr：：も大きいと

:111測される例体群に1r!1j－的に適用することはできないが， Fi只：1にみられるとおり名付の惟定成長［的泉に古？って成長

に伴うスそ／レト化の進わが切らかに示される。

スモルトの降海時期についてはそれを lll的とするJi'示的な議交をhっていないためfl!Jl皮にすることはてやさない

が，ス Eルトの成長と後期スモルトのti＇，芳l.ff'f)IJ］とによって Fig.3に刀、したとおり傾向的には促えられる。 l災｜では語、

していないが6月 l旬にも僚かながらス EJレ卜が採捕される年もあるため，多少の変動はみられるものの、ド均的に

は 5n J .. 1,11から 6JJ K旬にかけて降狗H、りIllがあり，その雌JV]lよ5Fl '11～「イI}lこ{ii(ji／するものとJ&Jわれる O Miムス

Eルトイl，におりる thyroxine濃度と Jj紛の関係をIJ)Jらかにし，五台ーにはスTルトの降海と ）J排出の関係をノ＇I;I唆する桜111・

(G!V¥li et al.,1981, 1982；他）がみられ，三た’際tこ殺r}]It;）と降ドのピ…クが ・fyした飢雲寺例 （Iii子， 1983) も線引？

されている。厚［！j川では1982年および1983i！二降泌lNーについては新｝jと降海のど」クがー殺している織にfD、われるも

のの， iヲ8ltf二降＃Tiiriでは不i列島支て守ある。 1980f；三！安全百ijti'(（こっし、ては 5JJ<1111j（／）スモノレト採船出数が少なくなっている

ためヲあるいはこの時Wlすなわら事f[)Jイ、j,ili＇こ降泌の： cf.:WIがあったのかも全日れない。

スモルトの降淘fell仰は分ギtiのttJJJ域て、はi1Lく，北)JJ戒で立てい。すなわ I), MJll および治山水漏の L~t'WJである 1

～7｝］のllJJに地主！日的分布と制限jしてJill続分布している。しかし，ソJill千円程iでは秋季に降海するス二日レトが版子l芦れ

ており（VOLOVIK,1963; KRYKI!TIN, '1962), •fli にはみ；州においても 11 ～12)J L：降おするス Eル卜社干のイfイ正がノ；J;I唆

されている（JJ;{(,1982: f札 1982 ）。 J七百）j):[i においては， tl~Jlfサクラマス d〕放流河川では 1 ，秋季スモルトがM!.r；をぶ

れている（杉i＼＇，未発表）が， 1:1然環i誌におりる秋季降狗nはli！「誌3れていとn'oただラ以IJIJIlでも jjfj述した械に

1，先行ヒノfーが 8JHこ認められ， llJJには前期スモノレトの段階に1惨｛；ーするj［，同体があること，および10)Jに（）；大！＼IJ銀化

T品hie l. Measurements of fork len記thof masu salmon smolts in双山 and.June 

Yea1 1978 1979 1980 198] 1982 l引83 198:! 

cm cm cm cm 【m cm C'Jll 

l十 smolt

range 12. （）～ 11. () 10. 6～15. :1 10. s～ J:t. 2 12. j～ 14. 1 10. s～ t:i. j 8. 5～12. 8 IO. :1～12. 9 

mean no  12. 1 12. 3 no 12 2 10. (j ll. 8 

2' smolt 

range 12. 8～ 16. 2 12. 8戸～1:1.6 13 :l～Hi 7 14 4～rn :i l:l.2～ 1'1.持 !!. 3~ ） 5, 4 12 :l～i 1 9 

mean 14. 5 J:l. 2 14. (i 15. 4 l:J. 7 I:l.:J 13. :i 
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ノf」がド流域に出現することから秋李降海群の存在が完全に汗定されるものではない。

Fig. 3 によると， 1983年降海群を除いて初期川匂海するドスモルトは体長 l4cm 程度に成長すると J＆~われる。し

かし9 降海末期になると 11cm前後の1/1•後期スモルトがIJj現することから 9 降耳立体長の ifi1白 Itri はかなり大きいので

あろう。｜寄海体長を 5月以降に山現したスモルトの体長と同様に考えて，各調査年における降海体長を 1、able1に

示した。19831！二および1984年の平均体長は1978～1982年の｛偵を大きくド[i1jっているが，その別的については後述する。

スモル卜の性比

Ta bl巴2にスモルトの性上じを示した。これによるとド雄スモルトの割合は 7年間の平均で 28.6%であるが，年に

'I、able 2. Sex ratio of masu salmon smolts. 

Y car 1978 1979 1980 1981 1982 lヲ8.3 1984 

% % % % % % 
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Table 3. Changes in the frequency of 1 ' male smol ts. 
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% 

よって 23.8～34.1%と変動がみら

れる。河川内スモルトのでI:比につ

いての報告は意外に少ないが，殺

% 

魚、のそれも含めて地理的緯度と性

j之の関係は良く知られているとこ

ろであり， !L1tスモルトの総合はヰ早

川、！で 10～14%（関＠金子， 1979;

涼子， 1983），北海道では 20～30%

（人JFf,1933：佐野， 1964），ザハ

リンでは 45%(SEMKO, 1956 ; 

KI<YKIITIN, 1962）と北方j或にな

るに従って高くなる。このことは

雌幼魚の成熟が体成長の良育に依

存している（宇藤， 1976）ことに

鑑みると，成長を支配するノJc.詰Wrzq;

の生息E苦境要因の相ill＜が， これら

性比の地域差を導いている！京国の

ひとつであることは明らかである。同様に， l約百｝！！における t~ご比の if変動も後iZtーする生息、；密度という生忘主主主演要注！

の変：めによる成長の良否』こIt：凶しており，ノ；：，Q、持（）ifが低い年はよ足立子なltd乏によって残？？／型パ…ヘキ［！分化する維が共:t1

h；；するため，ラ7イ手。） 1 t説iスモノレトの；！？主党ヰミは低トする。

2 Iスモ／レトト：；i：める』誌のよ七三千三は O～34.6%と＇l変動が大きいものの，平均 12.9%と1Iスモルトよりは低い。この

2 1スモルトの性比も jI スモルトと同様に＇I乙日、総皮の影響を受けており，ノlt}，；；、情！Itがi~；j v吟コの翌々 ｛j・における 21 !1St 

スモルトのti1,f,W.ヰ、は；＼＇！jし、傾向にある。なお， l＇および 2I ；を介せよ：~：H スモルト tL:現率は 17.9～30.9%，平均 2:i.5%

である。

Table 3は l十スモルト lごt1iめる』c,jfスf一ル卜：1；現2宇WJU寺］明白lj変｛七を51τしたものであるが，H、

があり，また後!OJ に々る私＇；：：五くなるわ＇ilr1Jが認められる。［ii］織の現象は官山仁7 ・阿部 (1967）および久保 (1983）の；；l~

!J＇のqiにもみられみが，先に右手；らはこの現象のfjj（凶について，越冬白むのキ［｜分化｜時における雌雄の体長2去に起！刈す

ることをノ＇／； r唆した（杉れ・ノトgふ 1979, 1980）。 Fi宮 4は， 1979～1982年の 11~ スモルトを雌lt1EJJIJ および時別月lj ヒス

トグアムで表わし， .¥ll:にその前々Il}jO)0十幼魚雌il:lt組成を示したものである。 ll)J のしストグラムからは（） tで成

熟した雌の残Wi型パャは除外しである。この間に成長と大耳リスモノレトの｜経治fによるヒストグラムからの離脱合考慮

句、
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杉:f'i~長会＠小島！専

に加えると， 0＋幼魚時の体長7JIJJ!tji緩

和似たがスモル卜の時期7JiJJlttl 雄~W!X: に

！文wたしていることが士If!解できる。す

なわちヲス Eルトii＼現初期に燥が少

なく l散が多いのは，ほぼ約分化が決

定しつつある越冬直前の 0ト幼魚、にお

いて， J＆紫殺をに次ぐノ九；主＇JJ'r,1＊＆君主で、あ

る ill!t~Hイヒノf」が＇＼c'-J引にスモ／レト｛とし

たためて7あると考えらオLる。そして，

この＇f'J別スモノレト化Wt'.が河Illを去っ

た後に， Jiffの；制作が比較的j向い小押j

l~"ifi＆鮮が遅れてスモルト化するため

降海後Wlに雄スモルトが多くなる。

このt:むこ：考えると， 4JT下旬へ， 5 Jj 

J／~:ivこ緩スモルト出現率のどーク争

示し，その後減少している 1982年お

よび1983年降海鮮の場介は， Mらか

の以内で1978～198J{f［併存rnffとは興

なった 01 Y)Jf:(l0)J£::l;)c;f;)'.i;r＼；があったの

であろう。芸名ーらはそのlhffλ！な，後

述する1981°1の大闘による成長抑制

にあったと考一える。

年齢総成

スモルト Ol'<i的合出rn＆：は Tabl日4vこ

;i；した。こ才しによると 1978へ〆1984"1'

の！与111111におりる 2トスモ／レ卜の！！日1

ネは 6.2～41.3%の（f¥iiUllで変動し，し

かも 3年間JYJで高 rj1 {1~0)/ljJJI，率

変動パタ ンを；5；すことが切らかと

なった。

第39弓 (1984)

10 15 10 

円瑚lefrequency % 

37.7 

21. 7 

4L -5E 

Fork i鰐19th

Fi宮.4. Sex distribution in the fork length distribution of 0' parr 

with the exception of male re'lident parr in November and those 

of 1' smolt in the next year. 

E early, M ・ mid, L late e.宮， 4MI℃presents mid April 

This figure shows that日cxualdifference in the 0十 parrhistogram 

in Autumn bring about semi monthly or monthly ch an符esin the 

sex ratio of 11 masu salmon smolL 

河川降i、 !Vi あるいは約｝；：渋？泳Jljj スモルトの 1f-品右京!U＆についての'i'U~＇ i が少な、いため， [11 ！古~｝ 10と魚あるいはMllliWLI親

f(lOl鱗村｜から降百E,i'<ltki合会拘定したものを併せると，スモルトの＇＜ 1荷主利U＆：，換片すると 2十スモルト IL＼到来は似比，｜後

潟｜｝、？！引とfrlj織に分イIiにおりる地用！（，ドj似斜を有する。すなわち，本州では大部分が l十で降狗するが， j七万での 2Iス

モノレ卜 II\JJ~ヰよはドドj りーハリン O～31% (KRYKIITIN, 1962; VOLOVIK, 1963), にト Clブお 36%(IVANKOV, 1968つ，

＊サハリン 100%(ClllmIKOV, 1975＊），北サハリン 71～93%(G ！~ITUENKO, 1973 ＊），沿海ナトI62～81 % (BIRMAN, 

19'12, BUGAEV, l 978a, 1978b; SEMENCIIENKO, 1978勺ヲ内カムチャッカ 27～88%(SEMIく0, 1956 ; BUCl¥EV, 1978 

＊これらの文献はJ京芸あるいは訳文とも見る機会が然く， !lU(;M、：v(]9'1持a）おJび？、.＼｛！， 0981) Iこj Jた。
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'I、able4. Age composition of masu salmon smolts in the Atsuta Hiver. 

Year 1978 19'/9 1980 19日l l982 1983 

Number of smol ls '/:) 188 181 81 Hi2 220 

% % 3も ？イy ょん ？る

J<'n、qucncy。fl' '.18. 7 92. () 72. 1 (,Cj ,, 93. 8 7G.1 

Fi℃quency of 2' !]) :i 8. () 27. (i 31. 5 G. 2 23. (i 

llJ84 

89 

% 

70. 8 

2!) 2 

第39弓 (1984)

a, 1978b) とl白山、O A 方， 北

海道てもの過去の匁ll;;l，は O～9%

（大野， 1933; JI I I・, 1937 ; 

仏！P,J,1%1；佐世子園f¥nji'f払1967)

と本報告に示したilt'iよりも大

幅に低い。しかしヲ北海道は

そのfrt]}li!的N:li+'Iからみても尚

い 2I スモルト／！＇，~；」中くを千j し

ても不思議では伝く，＇ lr実，

jと古i¥0）増駁Ji！および l'"i'i'i太絡

Jllではl1Y:HJJllとf!iJ石長な；；・；j；与で

2＇スモ Jlノトが；f¥J1＼する（t:?

才l，米発炎）。なよi,.1：記ソ連

jf)O）宇~·？r には（） tおよび3トス

モルトも／I',現するとしている

ものカtあるカヘ if ＇品令1't~仁｝品賞t

の不fiijもあり， 4；チf）におりる

報告との比較には慎ff（な検討

が必望)lであろう。

2 Iスモノレト 0)11 ', JJ刊！日ijに

ついては，幻1f(i!UJ o> 1＆；土、不j誌

を）J；（［人1とする報；＇iが多い（仏：

!j!f.仰ll415,196 7 ; {t,j!f・）（jllli仏

1969 ; T!IOR!'E cl al., 1980, 

1982：久保， 1980,1983，他人

すなわち， lトごスモIvトイ七す

るにはその 0'yJJff-1、j切において

Jうる手ぉ：tの｛ヰ；l&:kカt必、＇｝Jiであ

り，；gH！の降百1jJUJ~t、でにス

ノレ卜化できる最低体長（後述

するがこの定義は I~愛IJ止であり

も 5 10 15 cm ii変動をれする）にどtしてい

Fig. fi. Effects of cliverw~nt g1 owth in the length frequency distribution of 01 

ma日usalmon parr on the age of smoltification 

Supe1 ior growth又roupsin 0 1 parrs differentiate to 11 smolts in the next 

year，日nclinferior groups smoltify in the year afte1 next as :z＋日molts
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なりればならない。このl時，

体成長のイ＇J.!~ によって十ll分化

を起こせ仕い｛同体は， りょに 1

4ドfj[JO）淡ス1,:1trr1i~ 帝王ることに

よって 2十スモノレトあるいは
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残WI堵パ、へ分fとしてfj < 0 Fig. 5 ！主将 HIJll におじるがJfなの体成長 ｛iC- 示したものであるが争体成長とスモルト々治会~，l[

Ji¥i;O）問｛ノ長をj込く表わしている。

体成長0） イ＇ J込は，メurn ，γ［ドjおよび、立(ii （’y’ （~］ な［J,j{'fi)'.\1'1刈や邸岐て？の外古［）＇）.~川が｛ft'新i に！主lりして＇）［き起こ 3 れるト！心

われる 0 'I、llORPE日ncllVIO!iGJ¥N ( 1978）はJtfJI[I自1iJTjの Sal削 osalarにおりる付、成長のwなるm,よなわむ l.スご｛：

／レト分化it'(と2＇スモルト分化 Jげの派ノu土i；話；的に支配ぶれるとしておりヲこれなどはiAJi'f[)'lf似が関lj.tる汐ij（あろ

う ο また， M.ili多くのぷ験車r'i裂がt長 ~＇ i ；＼.れているみ；チト［0）いわゆるヤγ メ系ストレノインと北海泊所2サクラγ スデ長スト

レイン（｝）治I/r自1f(Jにおりと〉イキ成長，ス T:Iレトイ七0i'・t＇始お上びス［ルトイ七〉千 WJ中11；企も人工；；（ドj仇JY｝＿：や選抜flt1ilがもたらし

た［1'jffi)'.¥1！［刈に走！）[Alすど〉ものとして巧えられる。 ・)J, カノ＼グ＼＇ツカヘと》一治百リ付、 l'S<J)J'≪’l

詳JjイIit令 7Jir',.;j く，：::l'J:·'I ＇目前の Jfll~J.lUf •Ii 大河い。 ll!RfvlJ\N ( 19?2）はこのれrfl11および＃1Jic'["1U11i"I附のJtl1J北ノ1会泣＇t11；的必も

のとしてぬ↑えでいるが，それとともにイI~Jkt!u\ かじと 1 るノJ:_,u、j摂取のホ！ I退治＇1*1&:J~の良ずれこ；必＇！＼＇ うど うえヲ｛1：的(r)OJJUJ,l!l¥'.

;;; •• ：，：.ぶしていやタトf'il＼必N•Ji例としても判断 ，＼ hj；ノ

！＇／ 川ハ！におりるリクヌィス幼，（（r,O）体成長U〕不良l:t，外刈1'lflよl，それも（；j＇ゾ ！＇.｝，＇.！、情肢によって＇） f;¥i):_r＇：乙 3れる。

のことは（） I Y)J,((lの ！［：），＇.！、待日立むよぴi&:J'2ム OJi制下t*r'il,1.1から IYJ らかになったの Jな~）九， i＇日 111111 における I) 'yJ;f(r,O)l[:_,r,'J、

γ8翻『 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

lnd1討議滅融関itγ

/in' 
ぺn'

t日愉iぺn'

Gn:》も《1th

1争事ffl《1lt pl特別検討開部i.:i~

日E革委紡1fli日間id伺繊弱γ

2令$与問給料：ipミJ！.羽ti！削諮問

Fr時Cll関口cy

% 

Fil{・ ti. lnfluen仁（為。findivddu日idensity of ()' parr Oll lhc fre(jUCllCY of 2. llliWU S日lmりnsmolt in the /¥tsul日

l~ivcr. 

Word日inparenthe'.;ec; are prrsurnptiom;. V礼lucc;of individual density we、I]C抗、curcclin mid八ugu日tof 

ea仁hyear, and the rndhod of density ddci mination u日eelwa日 d ＜、~scribed in KOJIMA and Su(;!W J¥KJ¥ (1979, 

l 980). This figure shows that hi又hdensity of 0' parr c日use:;d日立rad日tion of its growl h, and reflect:; 011 

high frcqnenじyけf日J日moliin the year after next. Note the cxtremly inferior growth of 0' parr in 1981 

行ncl19詰2 1五isgrowth supprれちionwas influenced by heavy rains in i¥ugusl and S日pt<》：mb巴I一， i官81（：；，、

Ko.rrr叶Alヲ8:1’1984)and ref!日：tcdin the shりrtIeng! h of ~molt日 in J 98'.l and 1984 
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？をj立は 3'.fJ¥1il矧でi山 -•:1·1- ｛氏と変動し争従って 0＋幼魚の成長も不良 rj:r…良の変動ノfターンを示す。そしてこの変

動パタ ンがぞれそ、れの 2{ff変に）｝，~われる 2 tスモルト／f¥f比率の変動パ夕、ンと一致する。i干ig.6にその変動パタ

ン~ぶした。（ ）内は椛illUであるが， q忠、密度I:J＆；長，および 2＇ス司ルト U¥J見本に側めて f1JJlitf1な関係が 3;,・p河期J

で総められる。例えば， 19刈＂r8 JIの 0' yJJf（~llc々 、常肢は淵で0.19f['jm三 瀬 で0.17尽／m＇，品目査定点付近の平均で

0.22/f',/m＇と l'f111I11 としてはf'/;j い l/•.),'.!.\'i日見であった。このためがJf｛，＼の 1&:Kfま 19771:fーや 1978if と比較して不良で，それ

はぞ1980'1の l→ス二日レト平均体長の低I'として士｝，＼われた。従って1980"1脊にスモノレト化しなかったノトl¥Uパ、をと多数

;1(/i＇， したことにより（Fig.[i), 198lif・湾海スモルト鮮における 2＇スそ／レト tll怒号さを高めるが，J;裂となった。！日j綴に9

l980{fO)f1VI 足、：守行立は芋；3々｛ r－：の l982ifネ寺海君、｛における 6.2% という｛氏い 2 トスモノv ト：H滋＂Y~fこ，また 1981"fcの 1-11程度

（勺I1fJ，！／長ひとはV/UJlllにおりる＇ IじC!.',?;J立の変動パタ…ンを， 3生l'-i＞主E

Ill いたr11立＇ti下ドJ'i'た士比であり’＊€1J•、lf内な、；計111日iでfJない）のノ［今 J弘1キ；1交は’ 2 ｛ド後の1983｛［のqrれ！皮の 2tスモルト：Uf.ll.殺に

反映している。なお，これらの変動J;'ij”jである 3{Jは，一般的なりクラずスのn:r,1;w11111( 1 ＇スモルトで降百 Ifし， l

'I J:UのザIf汀ソ［：治会経た後にi抑jI: • 1ffUJl・Iした場(I）である 3＂！－と 致している。

ところで， 1981年の（）十幼魚ノLr:＞！、＼？；皮がそれれ！！日jくないのにも拘らず＇ fiij ij二級訴の成長は著しく不良であった。こ

れは，ノト品（1983, 1984）が報じた大雨に起伝村一る大増水によって成長在f)fj;ljが生じたためで，三塁1982年の 1＋スモル

ト平均体交をijjき下げる結栄となった。しかし，この大治ーによる成長抑f泌がより大きな影響を及；ましたのは，翌年

の1982{11級併であった。この＂ I二は平均0.37尾／m＇という頼めて高い Oサ幼魚、生息子容度に加えて， 1981年の成長抑制に

il"cl附する 1ト小型lパ』の i];° l:'. CLレーシ 1 ンが向かったため， 19s1irよりも更に強い成j乏抑制が金じた。そのため翌1983

'rの］ ＇スモルト平均体長は 10.1cm ( 5 Fl tfr1rj）と告しく小さい。更には， 1983'1の低いう店、？？？度に反して， 1984

"Iの I＋スモノレト、［メj勾体長が 11.8 cm とややか｜復傾向にはあるものの依然としてff~ぃ in'i~示すことから， 1981'I二の大

i•\')0）彬特が 1983｛！＇級鮮の成反にまでM らかの形で！反映しているものと忠われる。大雨による成長抑制の影響は l 十ス

モノレトだりで、なく，＇＇ 'i完全 21スモノレト平均体長』こも反映しており， ll'ft妥影~＇を受けた 1982｛！ミ｜際海群， llll接的に影響を

そげたiヲs:i・tf二および1984'！＇隊ぎ1rn干における 21スそIvi、I；乙均体；廷は，iよi郊の 14～15cmから 13cm f1に低ドしている

（了日bleI）。

ここに述べた刻象で討志、すべきことは，J汗しい成長不良にも折jら1翌々年の 2I スモルト： 1：上見本は顕許な明大をノJ~

していないことで， こうした外的裂 Iぺによる成長不良が｜好評i〆r~100〕＇JI き l：げよりも！？年海体長Aの引き下げに強く；形手干

したことは以後の諭，：詰において示唆なi問題を艇起する。

生怠干程度と最大スモルトイヒ率

れまで泌べて米た織に，ノt必¥4，＇）変と休成長には干f,'j妥なrJtJ係があり，中日分化にm大役影響を及ぼす。保護水｝白1の

投与どや人；i前ff化放流がう1：倒的にはりクラマス資源のWI大を門的としている以i二，これらの事業お孝行するトで柁分

fr＿；，特にスそんトイヒの綴村！およびi好評gスーモノレト誌の；どHitが必姿であり， スモルト化OJi[ilJきそ＇）］法の磁力が大命題とな

る。この1tJ,i,,r.'，（、に々で Lf般大スヰノレト化ヰ〈あるいは lrii大ス 'Elレト化以~導く If'_怠争；1主の il~Ht！が，河川におけるサクラ

子ス祁f引の溺 1fll児科}or：数あるいは迎11-ム敗訴uz，数の決\i_I に側めてm•設なこととなる。残念々がら， ~吉J自らは停 Llli11に

おりあ l許制スモル卜 i誌についての対~Hi：的利炎はh＇；－えなかった。しかし，＠の/Eh［（ドjなデータすとfわむ斗五！、＼？； JQ につ

いてはf,"fの資料金得ることができヲ幼f~＼ 0） 十IHHI:::，ス－•i:.1レト Uメ1-tl1fi創[JJ）（；やti:比＇＇.＇）＇.のデータはある紅lit把握するこ

とができた。従って，これらのデ」タを ~lli に！ヲ： UJlll におけるザクラγ スガ＇Jf(Iの生息、密度とスモルト化率の関｛系を捻

)j＇してみたいと JI：！、う。

'j、able；；は：（），y母nwiこおりるスモ／レト（）｛f-1絵)jlj.BJ；ぴ自謀総;ijijO）採指数と，前年11討におりる｛）→残惚写I／パ－－Ii＼現数
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T且ble 5. Basic data for the culculation of smoltification rate. 

Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
(Yt) (Y1) (Y,) (Y,) (Y•) (Ys) (Y•) (Yi) 

1十femalesmolt No. A 29 124 94 41 102 122 48 

1十 male smolt No 日 15 49 37 14 50 46 1'i 

l→female small parr No. 。c 2 26 28 4 33 46 7 

z+ female smolt No i〕 24 14 47 28 10 43 17 

2' male smolt No. 7 1 1 。 9 9 

。ト maleparr No. in Nov .. F 44 31 19 23 :19 

。＋ male resident parr G " 5 5 2 2 

in Nov 

% % % % % % % 

Al> 93.5 82. 7 77. 0 9L 1 75. 6 '12. 6 87. 3 

BR 34. l 28. 3 28. 2 つ乙5. 5 32.9 27. 4 23.8 

CR 6. 5 17. 3 23. 0 8. 9 24. 4 27.4 12. 7 

ER 22. 6 6. 7 6. 0 3. 4 。 17.3 34. 6 

GH 10. 2 13. 9 20.8 8. 0 4. 9 

AR口 100・A/(A+C) . BR lOO・B/(A－トB):CR=lOO・C/(A卜C):ER=lOO・E/(D←IE):

GH= 100・G/(F十G)

そ示したものである。これから次の鐘が計算される。

採Jflll÷維に占めるスモルト出現率 : AR= lOOA/ (A十C)

採捕 l+ rtti£に占める小型ノト－ti-:¥現率 : CR~clOOC/ (A+C) 

1寸スモルトに占める雄スモルト出現率 : BR= lOOB/ (A I B) 

2ナスモノレトに占めるlii.スモルト出現率 : ER=lOOE/ (D+E) 

。？機パーに占める残留烈パー出現率 : GR= lOOG／伊十GJ

次tこ，これらの数値を用いて各年級群の相分化~~ミを捻算した。すなわち， Y，年における O 十 yJJ魚、倒体群においてヨ翌

年（Ytt i)に l十雌スモル卜に相分化する個体の割合（lFS）は， Y,H1トにおける採捕 1t雌に占めるスモルト出現率

であるから

lFS (Y，）二AR(Y,+1)/2 

一方， Y主主スモルト iこ分化する俗体の割合 (lMS）は翌年の l＋スモルトの・1全土とから

lMS(Y,) =lFS(Y1）・ BR(Y,,,)/{100-BR(Y,,,)} 

ニ AR(Y,1，）。 BR(Y,+,)/2{100…BR(Y,+<)} 

同様に 2トスモルトへ分化したものについては，雌（2FS）は翌年の小型パーが更に 1年間の河川生活の後に 2→ス

モルトへ移行するのであるから

2FS (Y,) =CR (Y,11) /2 

2←雄スモノレト（2MS）は，ドスモルトの；場合と同様に 2＋スモルトの性比から

2MS(Y,) =2FS(Y，）・ EI<.(Y，ト2)/{100・ EI<.(Y，ト，）｝

ニ CR(Y,11) • ER(Ytt2)/2 {100 ER(Yu2)} 

。十で成熟し，残留型lパーへ分化した雄（OMI<.）については， 11月の成熟雌出現率から

OMI~ （ Y,) =GR(Y,)/2 

1ト以上で成熟する雄（MI<.）は上記の分化群の残りであるので
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MR(Y,) =100 {lFS(Y，）十lMS(Y，）ト2FS(Y，）十2MS(Y，）トOMR(Y,)}

で与えられる。

これらの式安 2で除しているのは， Llflにおける｛） I X}jf（＂のぞl比を l: Iと似止’しているためであるが， Fig.1に

示したとおり尖際には／i,jfOJ採Hll数以少ない。これは恐らくは成主主にffうちIJfなの将司ザjがあったためとhl,l;/JiI.るが，そ

の場介でも！戊：1）内総の変動すなわち OMRとMR0)/!',JYI.比を変えるのみで，スモ ）＼／ トイ！γやの！it!i'~ご大きな影特はり

えない。他に UiiらえなJIJい をfrうJ)hf7~こ J必要なまたflごとして

l) rt~I は全部〈スモ／レトイ七し， また O十あるし刈よ 3tスEルトはIll引しないこと。

2) O十幼f(t，および lt小引ノし一日

.，し

」 」 O

お お tilO)J;l;j~さとなる係主主スモルトのWilt令指i!!\Gおよび十！；上じこサンプリングによる選Jl\tlが無く，降＃ifスむノレト i浮

のゑIll＆きそ代二人していること。

が挙げられるが，りについて；がヲIUJilの場介；よ以ば潟泌さぜることができる 0 2)1バゾl}JljO）体長t：ストグラムの変化

(JI;；桜＼＇；・ではン Jミしていなし寸を見るi絞りでは大きなた呉は無く， また＼？，＇！立依千戸 fドjな減率tf土少なし、（rjリか杉：.／＇，＇， l宮内；

小Xi；’l98:l)o3）；こついてはll、i千WI子＼弘》剥泊：地；，＇、〔によ

ることによつて官品りを！徐Lするt；長に手子めλ”O

以 f'.1J、ら求められた各年級mの村l分化？不安 Table6にノJ、した。 l978{1級It平を例にとれば， ot幼f("j[,liJ{;

Table 6. Smoltification rate of O十 masusalmon population culculated 

from the data showed in Table f). 

YPar 1978 l日79 1980 1981 J9B2 1983 
(Y,) (Y,) (Y,) IY1) (Y,) IY,) IY1) 

Individual density (/rn') 。EV 11.22 

% %  

0. J:l 

% 

0.2:1 

% 

(). :l'1 0. l 5 

% %  

1' fr.male> srnolt 

1 ' male srnoll 

. l FS 11. 4 :J8. 5 15. G :l7. 8 36. :J •1'.l. 7 

llVIS lfJ.:l l'.i.l l'.i.G 11¥.5 Ll.7 13.6 

1 ' srnolt total :i'/. '/ 5:l. （）ら1.2 'iC. :l 50. 0 :>7. :l 

2 fc、malesmoll ’2 l .. S ?l. 7 l 1. 5 1. 5 12. 2 J:l. 7 fi. 4 

2' male smoll : 2 MS 0. G 0. 1 0 2. G 7. 2 0. 2 

2' smolltolal 官。：1 1 i ヲ•！. 5 11. 8 20.ヲ G(i 

smoll total fi7. （） ι；＞， 5 GS. 7 7 l. l 70. 9 fi:l.甘

廿＇ male t'Psiclcnl pan ・OM!{ '.i. l '1. () 10. 11 t!. () .＇］，リ

l' and 2' n•sid《汀1l parr ・ Ml{ 2＇／.刊日＇／. 5 1,:1.分 211.9 日ti.2 

ma lοI P日idenlparr total :n. o :14. 5 :11. :1 %8. 'J 29. I :lfi. 1 

1 JiS(Y,J~ ／＼］｛（ Y，，，）／日

lMS(Y,) i¥]{(Y,,,J・BWY,,,J/21100 BJ{(Y, ,,JJ 

2卜、S(Y,) Cll(Y,,,J/2 

2M:i(Y,) CU(Y,., ）・FWY，.，湊＇l/2(100EHIY, ,)) 

OM!{(Y,) GH(Ytl ／；~ 

M]{(Y,l 100 l FSIY,l DJS(Y,I 21'SIY,J 2:¥t!S(Y,) OMWY,I 

京本EU(Ye) (EWY,Jl 1らHIYλ））／2 (6710)/2 3.4 

京 J•>;timιalcd f rorn rο！日tionshipbet川中nin〔lil'iduald('r目 ity(cl日laof 1979, 1 ¥l80 

and 1 981 I and mf'an fot'k length of l i 日mollin thr、リl'Xl、ear! rialηof I 9il0. 

1981and19il21. The n•gn•ssion line i日代只｛。1lo¥¥'o;, 

IJI Y,) 1. G 7 'l (). 1 1 9卜＇UY, ,) It' 0.9961 
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年の1979今に I÷Jllilスモ／レト tこ分化したものは 41.4%（磁土｝J魚、の 82.8%）であり， 1 ← g~j スモルトに分1t. した ii/ii体は

16.3% (liM〕32.6%）であることから，。＋幼魚ポピコレーションU〕57.7%が lL でスモルト化したことになる。ま

た，切々々の1980{1：に 2Iスモルトとして：1：刻した{l;'il体は』til雄介l［て 9.3%であり 9 すなわち197811.t；政府の 67.0%が

スEノレト化して降Yfijしたと折bi'される。なお， 2十

t.1!スモルト分化本（2MS）を推定するために必要

な2+ kttス壬ノレト :IP＇見守二（ ER）において，総ft::'?

1 Jってい仕い198:iflーの市1ER(Y8）は， 1985{1 が11~

2 I ス：t ノレト： Ur~，＼ヰミ O){j (: J二位｛されるため）！＼＇ii)；、 0）｛！~

:l¥JSi'／か0)11 である 197911と1982イ1:0〕、fcJl:}{[i'I:l.4を

JUいた。また， 1978ifのメ｜んl与y子＼＇10：は淵におりるデ

ータしか得ていないため，持f；も1Jfぜた ＇VJl:JUlノi必

託行立（D)fよ1979・～198 l 'I (1982;,iJ:.¥ll寺はlliUGした

大l対の影仰を受けているため除外した）のノ1.M、信

！立と予＼1{1の 11スモルトー、｜／均体長（FL）から

T•自t訴事molt E者

事

1＋鰯nolt fl 

D(Y,) 1.674 O.ll9FL(Y十，，）

(r二 0.996)

Fig. 7. Relationship b巳tweenindividual density of 0' 
の凶作ぷド村

／ょ（） .19の似合）+Ji,1た。

ここにノ］；，＂れた lj：んi、怜’litとス l二ルトイヒヰくには村1

1見jがみられ，その関係を Fig.7に＞J；した。！見｜によ

るとノLG＼幸，＇Ii!"が1'!:jくなるに従って］＋スTノレトイ七率

は減少するが，逆lこ2Iスモllノ卜 IHJll，ヰえが附加する

止め総体的なスモル卜化、判Jノト.）.~.、5州主の l：ケi'· とと

もに1:':jくなる。 )j，ふたつOlf11I仏｝r!IJJJ誌が交わる

約O.JJr!jm20）λLQ.、＇＆；1主では 2Iスモ／レトのi!¥J¥H:l

みられず，総て 1tでス壬ノレトfとし，そのふ字以 63%

となる Oメi'.KI.＼守・（rltOJtt；つ大と kもに Iトスtルトイヒネ

が減少するJ1111+1はヲドig.8＇こノJ、した係に l'tltilス＋

ルトへ分化する；！判flが減ノjけるためで， lI Ii.ffス

ノレトイ七本Jよメlf、j、＇1fr!Stによってutil料品的治な変動は起

こさない（Table6）。しかし，総ス壬ノレト11ァ千γご

みると，／， I Utif スモノレト OJW1JJ11 とともに~： ~hjf ；よそ／レ

トイ！？千ぐも h片方119 るため11 ：.｝~、常肢の f-.'ri' に iit つど［＇，＇）

大する。

乙オL らの·1~ は，！手 IJIJll におしミては3方ヰ~rr1 に 1 tス

モノレト会ノjp主するノ！心、僚にuま0.I/L/m＇付近にある

parr and the smoltification rat巴（！ t臼ndtotal smolt) of 

one year class只roupmasu salmon in the l¥tsuta 

River. 

ぷ
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伽
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母

曜需
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鞠

官邸電融i防鳩胸鰯機嫌

事者

Fig. 8. Relation日hipbetween individual density of O' 

p日rrand the smoltification rate (] ' female and total 

male日molt)in the Atsuta River. 

が，最大スモルトノtiifのためには「；＇；j!f），＇.；.＇必岐によって成長をtf!Jf!;ljし， 2＇スニE-1レト 11¥flil，ヰえをW1l1110せた）Jが効架的で
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あることを意味している。すなわち，ある O＇幼魚、｛間体群を 100%スモル卜化させるためには雄を 100%スモルト化

させれば良いのであるから， Fig.8で示した雄スモルト化率を表わす式

R=61.18D0・3出7 (R.スモルト化本， D：生息密度）

によって導かれる約 4隠／m＇が最大スモルト化本を産出する生息符度となる。しかし， 1平方メートル当り平均4尾

という生息密度は異常に高い数値であり，この様な環境ではが＇J1誌の減耗が大きい（前述した様に小島。杉沼（1979)

および小島 (1983）は密度依存fr'Jな減耗は少なく，高密度て、は例体数の減少よりもむしろ平均相対成長率の低ドに

よって現存最を安定させるとしているが，異常な高密度下では餌料量の問題もありヲ大きな減耗も起こり得ょう）

とともに，成長も極めて抑制されると考えられる。 51:;に述べた様に，成長が強く抑制された年の努年に出現するス

モルトの体長は小型化する。このことは今まで言われて来たスモルト化するために必要な最低体長までの成長とい

う概念を覆すものであり，サクラマスのスモルトイじが最終的には生理学的な働きかけによって起動されるものであ

るならば，スモルト化体長は遺伝的に間定化されたものではなく密度すなわち成長に依存すると考えられる。この

様に高全長i密度による成長抑制がスモルト化体長の号iき下げという現象を導出することは，反面スモルト化率の安

定化という現象に帰するかも匁iれない。すなわち，厚Ef:IJllにおける高生怠察、度（先の 4箆／m＇は論外として，苦 Iiiと革告

を併せた平均では l尾／m＇程度が限界であろう）下では， Fig.7の総スモルトイ七率を導く関係式で、示される様に 80%

前後のスモルト化権に収束すると思われる。

それではサクラマス資源の増大という観点に立てば， 2十スモル卜IW見守えの増大はどの様な意義を有するのであろ

うか。！ヲ凹川に｜恨って言えば，生怠密度を高めて成長を抑制することによってスモルト化率ひいては絶対降海最を

ある程度までは地大させることが五］能である。従って，単に降海個体数を増加させるだけであるのなら， 2＋スモル

卜を多く出現させて総スモルト数奇増加させれば良いことになる。しかし，ここに漁業経済学的観念を導入すると

成魚、の魚体の成長という問題が提起される。待県＂ (1981）はサクラマス成魚の魚体の大きさには地域去があり，そ

してその原因については納得できる説明がされていないとしている。その原凶のひとつとして，ソ連邦各地におけ

る体長廷について BmMAN (1972）が示唆した様に，遺伝的要凶およびそれに慕づいた河川および海洋生活年齢の

差異が挙げられよう。 ゐ方，日本；においても本州と北海道を比較すると，｜司‘の河川および海洋生活if齢を有する

1、able 7. Comparison of the body length of adult masu salmon in the difference of 

smoltrng age. 

一一一一

Ri VゼT
Age 

：七 4, 1, 5, 5, 6, 7, Heferences 

cm cm cm cm Cπ3 cm cm cm 

r_vm 52. 9 54. 1 

Poronai 52.4 52.8 G RITSENKO (1973) 

Utka 38.0 47.1 47.0 

Kolpakova :is. 5 44. 9 46. 1 SEMKO ( 1%6) 

Tumnin G3. 1 60. 5 60. 3 60. 9 61. 0 61. 2 

Amur :;o. 1 51. 2 50. s 52.0 54. 2 53.0 

Utka 49. 2 48.4 48.0 

Udova 52. 1 ;i3. 0 53. :5 

Kolpakova 4 7. 8 49. 5 51. 0 5:>. 5 4'1. 0 BUGAEV (1978) 

Sapochnaya 50. 5 50. 7 53. 3 53.5 53. 7 

Tigil 52. 1 53. 3 53. 8 

Voyampollくa 49.2 48.5 48.0 
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場合が多いのにも拘らず，明らかに本弁i系群の魚体が大きい。これにも遺伝，回避経路その他種々の要因が穏与し

ているのマあろうが，ひとつには後の海洋生活に様々の聞で影響を与え得る降海体長の差異に起因することも卜分

考えられる。従って， l寄生息、密度による成長抑制がスモルト化体長の引きドげという現象に反映した場合，それは

成魚、の魚体の媛小化を招来するかも知れない。この点に関して真山等（1984）は，標識放b'ftの結果から｜海海体長は

成魚の体長に影響を与えないとしている。また， T、able7に示したソ連邦におりる降海年齢が異なりかつ海洋生活

年齢がi弓ーのサクラマス毅魚、平e士写体長をみても， i琴海年齢の増加と比例して毅魚、の魚体が大きく 2なるという傾向は

認められず，ほぼ同様の値を示している。このことは，同地域においても降j毎年齢が高いとスモルト体長も大きく

なる（SEMKO, 1956; VOLOVIK, 1963）ことを考慮に入れると 9 成立1の海洋における成長は｜経海体長に支配されな

いことそ示唆している。しかし，北海道北部の自然河川！の様に，体長 10～11cmの小型スモルトが俊市的な河川に

回帰する親魚、の体長は極めて小さいという事実（杉若，米発表）もあるため，この降海体長と成ff.i.の成長の関係は

早急に検討すべき問題であると考えられる。若し，成魚の魚体の綾小イとが起こらないのであるならば， 2→スモルト

の生成による降海墨：の増大という数的メリットは極めて有利なことであり，逆に総体的なスモルト化体長の低下（成

長抑制は 1＋スモルトだけでなく，’fablelに示した様に 2＋スモル卜の体長も引き下げる）が大きなデメリットと

なるのなら， 2→スモル卜の生産には限界が千ぎるとj忍われる。

スモルトのl毎海年齢をどの様に制禦したら良いのか，その解答については降潟スモルト形質の犯援とともに，箸

者らは行えなかったが，密：康成魚、の生物学的形芝｛を把握することによってひとつの示唆が与えられるであろう。

これまで述べて来たことは， J字臼川という自然、のサクラマス再生産システムが維持されている環境の中で起きた

事象の観察に基づくものである。従って，他の生息環境に鼠かれている自然河川｜，および人工勝化・飼育4稚魚、の放

流河川でのサクラマス管理に適用する場合は慎重に配慮すべきである。特に池i主サクラマス由来稔魚、の放流河川に

おいては，成長様式や粉分化の様相について厚白川産天然サクラマス幼魚とは大きく異なる形質を示す場合も干ぎり

（杉若，未発表〉，治主主サクラマス稚魚、の有する生物生康能力について十分な検討を加えた上での応用が必要と思料

する。

要 約

1 ＇河川におけるザクラマス税魚適正生息符度基準設定に資する資料の l収集を目的として，！学問川に出現するサク

ラマススモノレ卜 O)FJl¥Ei'王を1978'l]':から19845'［二にかけて行った。

2 厚！王！ハlにおいて 4月中～子勾に出現した前期スモルトは， 5月上～中旬に中期スモルトへ移行し， 5月ド匂に

は後期スモルトへ進展した。終海；都立 5月上告j～ 6Ri：勾て、あり，その盛期は 5月中～子勾に位置すると考えら

れた。

3. スモルトは 1ヵ月間に l～1.5cmのJj¥(;J)ミを示した。降海尾又長は， 1＋スモルトの場合 8.5～15.0cmと変興幅が

大きく，また平均も 10.6～13.0cmと年によって変動した。 2＋スモルトの尾叉長は範囲 12.3～18.3cm，平均 13.

5～15.4 cmであった。

4 . 1 Iスモノレトにおける雄スモノレトの出現・＂＇容は 23.8～34.1%，平均 28.6%, 2ふスモルトにおいては G～34.6%，平

均 12.9%であった。スモル卜の性比は降海時期によって異なり，。ナえ！Jffil期の雌雄の体長差がスモルト出現時期の
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単語主ii差iこ反映していると考えられた。

5 2 ＋スモルトの；I：羽子十は 6.2～4U%と変動し，その変動同期は 3{f'であることが明らかとなった。

6 2 I スモルト U〕 tl:J；見は ；~1； い IJ'.K~、密度による成長抑制に起附しており，従って 2 十ス弓ル卜出現ヰくの規則的な変動

は， 3 1jニというイj史的なザクラマスの戸！？円年齢に支配された生息僚j賓の河WllY'.1変動をlx:ll央している。

7 この関係から＇ lt,~llllll においては O 」幼魚のメ！.｝~］，＼密度がif五くなるに従って 2 ＋ス壬ルト t!lft，＼本が駒大し，総スヰ

ルトf七三舎も高くなることが刀、：俊されノた0 ·~立には， O. ll'G/m2 0） 生，l~、持.＇ t皇トでは O 十え／Jf.(\ ，；；どコレ、ションの 6:l%が

スモルトイじするが， 2＋スモルトは11：珍！.V・すに総て 1＋スモノレトであること，また 4毘／m＇の r'.':j・ノ＇！｝，；！、特；！交トでは雄

スそルトの:WI力IIによってポビュレぃションの 100%がスモルト化すると推定3れた。

8. しかし，大雨による噌水という外部環境からの圧迫および前＼tj店、統度の相乗作用の結果として現われた強い成

長抑制fi，スモルト化化齢の引きトーげよりもスモルト化併記長の低下という現象に反映した。

9 このことから， 1'11111けでは出合：弘法皮下においてもスモルト化率i立大きく続大せずに＇ 80%前後のスモルト化

本にi以来すると考えられた。

JO. 2トス）［ールトを多く II¥JJ，＼させる；む義についておi・O)ii命，）$！脅試みたが，絶対｜俊治i数（｝）):¥Y/JJllという数的メリットがあ

る ·)Jで，｜口｜灼l!&:f\1,0）~妥ノトイじというデメリットについての検出の必＇ll'tlがノj、l俊 3 れた。
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