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米代川から放流されたサクラマスの回遊経路の推定，

成長速度および回帰魚の母川選択率

佐藤正人*.渋谷和治

Migration route， growth， and natal-river selectivity of masu salmon 
Oncorhynchus masou released in the Yoneshiro River 

Masato SATO * and Katsuji SHIBUYA 

Abstract: To investigate the migration route， growth， and natal-river selectivity of masu salmon 
Oncorhynchus masou， a to旬1of 323，620 smolts were released in the Yoneshiro River between 1996 

and 2010 (except 2007). A total of 501 fish were recaptured by November of the second year after 

release. Based on recapture data， we estimated that masu salmon migrated to the Okhotsk Sea 
for the summer and to the eastern訂 eaof the Tsugaru Strait for overwintering. Subsequent1y， the 

salmon ran up the river by the summer of the second year after release. The mean fork length 

of recaptured fish steadi1y increased between Apri1 of the first year after release and June of the 

second year after release. The mean growth rate in the sea was 0.09 :t 0.03 cm/ day. Increases 

in mean fork length were not observed after July of the second year after release. These results 

indicate that masu salmon grow during the ocean stage. Of the 36 fish recaptured in the rivers， 

four individuals were recaptured in rivers other than the Yoneshiro， suggesting that these fish had 
not imprinted on the natal river. 

Key words: Masu salmon; Growth; Distribution; Na匂l-river

サクラマス Oncorhynchusmasouは，石川県および

福島県以北の本州から北海道にかけての沿岸漁業(待

鳥・加藤 1985)，福井県および宮城県以北の本州にお

ける内水面漁業(遊漁を含む)の重要魚種である(中

村 2011)。本種は非常に高価で、取引されており，本州

日本海側においては，古くから「ます寿司」をはじめ

とする地域食材としても珍重されているものの，その

資源量は減少している(大熊 2011)。これらのことか

ら，サクラマスが漁獲される福井県以北の本州、旧本海

側の各県においては，本種の資源増大を目的に種苗放

流が行われている。また，本種の多くは，ふ化後 1-

2年で銀化個体(スモルト)で降海し，海域で約 1年

間生活した後に，産卵のため再び生まれた河川に回

帰(母川回帰)することが知られている(待鳥・加藤

2014年11月18日受付;2015年 5月29日受理.

1985 ;虞山 1992)。そのため，種苗放流による増殖効

果の向上を図るためには 海域における本種の移動や

成長のほか，回帰魚の母川選択率を把握することが極

めて重要である。

降海後のサクラマスの移動や成長速度，回帰魚の母

川選択率に関する報告について，その多くが北海道と

本州太平洋側から放流された標識魚の再捕報告に基づ

くものである。それによれば，北海道日本海側カ3ら放

流されたスモルトは，降海後，日本海を北上し，オ

ホーツク海で越夏する。その後， 日本海あるいは太平

洋を南下し，津軽海峡東部周辺の海域で越冬すると考

えられている(大熊 2002;藤原ら 2004)。海域におけ

る尾叉長の伸長速度について，北海道日本海側ある

いは宮城県から放流されたスモルトでは， 0.1 cm/日

秋田県水産振興センター(AkitaPrefectural Institute of Fisheries， Oga， Akita 010-0531， ]apan). 
*連絡先 (Correspondingauthor): Tel， (+81) 18ら27-3003;Fax， (+81) 185-27-3004; E-mail， masatc同 @pref.akita.lg.jp(M. Sato). 
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程度であると推定されている(木曾 1995; Kasugai et 

al. 1997)。回帰魚の母川選択率については，遺伝的な

研究結果から非常に高いと推定されている (Okazaki

1986 ;野口・谷口 2007)。

一方，本州、旧本海側から降海したサクラマスに関し

ては，知見が少なく，著者らが知る限りでは，青森県

および山形県から放流された標識魚の再捕結果に限ら

れている(伊藤・松宮 1997;山形県 1999)。

本研究では，本州、旧本海側の河川である米代川から

放流されたサクラマスの再捕データから回遊経路の推

定を行うとともに，成長速度と回帰魚の母川選択率に

ついても明らかにした。

材料および方法

1996年から2010年 (2007年を除く )の14年間に，秋

田県能代市の米代川の 9krn地点 (米代川河口からの

距離，以下同じ)と米代川の支流である岡県北秋田

市の阿仁川の50krn， 52 krn， 70 km， 89 krnおよび

93 krn上流の合計 6地点 (Fig.1) から，背鰭基底部

にリボンタグを装着したスモルト(標識魚、)を放流し

た。標識魚、は，いずれも秋田県北秋田市の秋田県水

産振興センタ ー内水面試験池で生産した 1+で，阿仁

;11へ遡上したサクラマスから採卵し， 1-4代継代し

たものであった (Table1)。放流時期は毎年 3-4月

であり (Table1)， 1年の放流で複数の群が放流され

た。標識魚、の放流個体数は合計323，620個体 (7，667

37，l55個体/年)で，放流群ごとの尾叉長の平均値の

範囲は10.6-17.1cmであった (Table1)。標識魚に装

着したリボンタグの片側には「秋」の文字を記載した。

このうち2004年から2010年 (2007年を除く)の 6年間

に放流された44，624個体 (4，870-10，561個体/年)に

ついては， I秋」の文字が記載されている反対側に個

体識別番号を記載した (Table1)。個体識別した魚は，

放流前にそれぞれの尾叉長を測定した。

標識魚の放流後，秋田県内外の水産研究機関および

漁業協同組合，県内の釣り具庖へ標識魚の再捕報告の

依頼を行った。標識魚、の再捕があった場合は，再捕者

から再捕年月日，再捕場所，再捕漁l具，再捕時の尾叉

長およびリボンタグに記載されている個体識別番号の

データを得た。

得られたデータは，放流年の 4-8月， 9-11月，

12 翌年 2月， 3 -5月および 6-11月までの 5期間

に区分した。さらに再捕場所が海域であった場合は，

行政区分あるいは海域区分を目安とした17海域に，

河川であ った場合は，水系ごとにデータを区分した

(Fig.1)。

標識魚、の成長を把握するため，再捕時の尾叉長を再

捕月ごとに区分した。また，個体識別番号を記載し

た標識魚、が再捕された場合は，木曾 (1995) および

Kasugai et al. (1997)に基づく次式により，個体ごと

に1日あたりの尾叉長の伸長速度を算出した。そのう

えで前述した 5期間の再捕時期に区分した。

1日あたりの尾叉長の伸長速度 (cm/日)= 

[再捕時の尾叉長 (cm)一放流時の尾叉長 (cm)] / 

放流から再捕までに要した日数(日)

|Section of re叫 lre山

Fig. 1. Location of hatchery， release site， and section of recapture area. 0， hatchery (Akita Prefectura1 Institute of 

Fisheries). 1:." re1ease site (Yoneshiro River). a， ]apan Sea (Hokkaido); b， ]apan Sea (Aomori); c， ]apan Sea (Akita， 

North); d， ]apan Sea (Akita， South); e， ]apan Sea (Yamagata); f， ]apan Sea (Niigata); g， ]apan SeaぐToyama);h， ] apan 

Sea (Ishikawa); i， ]apan Sea (Hyogo); j， Okhotsk Sea (Hokkaido); k， Pacific Ocean (Hokkaido， East); 1， Pacific Ocean 

(Hokkaido， West); m， Pacific Ocean (Aomori); n， Pacific Ocean (Iwate); 0， Pacific Ocean (Miyagi); p， Tsugaru Strait 

(Hokkaido -Aomori， West); q， Tsugaru Strait (Hokkaido -Aomori， East) ; r， Yoneshiro Riv.; s， Aka Riv.; t， Atsumi Riv.; 

u， 00 Riv.; v， Miomote Riv. 
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結果

全国の水産研究機関等から再捕報告があった標識魚、

は，合計501個体であった。標識魚は，すべて放流翌

年11月までに再捕されたものであった。

海域での再捕は， 4-翌年 6月までで，再捕個体数

は465個体であった。再捕期間ごとにみると， 4 -8月

では， 8月を除くすべての月で標識魚が再捕された。

放流後 0-1ヵ月となる 4月では，標識魚が秋田県北

部から青森県にかけての日本海沿岸および津軽海峡東

部で再捕された (Fig.2A) 0 5月では，秋田県北部か

ら青森県にかけての日本海沿岸，津軽海峡および北

海道の太平洋西部沿岸で再捕されており，津軽海峡

東部で期間中に再捕された標識魚の54.2%(71/131個

体)を占めた (Fig.2B)o6 -7月では， 6月に岩手県

沿岸で再捕された 1個体を除く，すべての標識魚が津

軽海峡以北で再捕された (Fig.2C， 2D)。また， 7月

では，期間中に再捕された標識魚の62.5%(5/8個体)

をオホーツク海沿岸で占めた (Fig.2D) 0 9 -11月で

は，標識魚、が北海道の日本海沿岸とオホーツク海沿岸

で再捕されていたものの 再捕個体数は 3個体と少な

かった (Fig.2E) 0 12一翌年 2月では，富山県から北

海道にかけての日本海沿岸，津軽海峡，宮城県から北

海道にかけての太平洋沿岸 オホーツク海沿岸と広範

に再捕された (Fig.2F)。なかでも津軽海峡東部では，

期間中に再捕された標識魚の47.6%(30/63個体)を

占めた (Fig.2F) 0 3 -5月では，標識魚、が兵庫県から

北海道にかけての日本海沿岸，津軽海峡，宮城県から

北海道にかけての太平洋沿岸で再捕された (Fig.2G)。

なかでも秋田県南害問、ら青森県にかけての日本海沿岸

では，期間中に再捕された標識魚の49.2%(98/199個

体)を占めた (Fig.2G) 0 6-11月では， 6月に山形県

沿岸で再捕された 1個体のみであった (Fig.2H)。

河川での標識魚の再捕は，翌年 4-11月までで，再

捕個体数は36個体であった。標識魚、が母川である米代

川を選択した割合(母川選択率)は， 88.9% (32/36個体)

であった。米代川以外の再捕は，山形県温海川と赤川，

新潟県大川と三面川で，再捕個体数はそれぞれ 1個体

であった (Fig.2G， 2H)。

再捕された標識魚のうち，尾叉長を確認できたのは

371個体であった。再捕月ごとの標識魚、の平均尾叉長

は19.4-57.7 cmであった (Fig.3) 0 4一翌年 6月は，

期間中に再捕された標識魚の98.6%(355/360個体)

が海域からであった。また，月数と尾叉長の聞に正の

相関関係が検出され (n=360，r=0.949， Pく0.0001)， 

翌年 6月には平均尾叉長が57.0cmとなった (Fig.3)。

すべての標識魚が河川で再捕された翌年 7月以降の平

均尾叉長は44.0-57.7 cmで，月数と尾叉長の聞に有

意な相関関係が認められなかった (n=l1， r=一0.298，

P=0.374; Fig. 3)。個体識別番号を記した標識魚の再捕

個体数は27個体で，すべてが海域からの報告であった。

このうちの81.5%(22/27個体)が翌年 3-5月にかけ

て再捕された (Table2)。個体識別番号を記した標識

魚全数の 1日あたりの尾叉長の伸長速度の平均値土標

準偏差は， 0.09土0.03cm/日であった (Table2)。

考察

海域での回遊経路の推定

本研究の再捕結果とこれまでの報告を基に推定し

た，サクラマスの回遊経路を Fig.4に示す。

Table 1. Number oftagged smolts白atwere released in the Yoneshiro River 

Year 
Duration of DRRM*l Numberof Fork length * 2 G rati Number oftagged smolts 
release 住m) tagged smolts (cm) enerauon ~ with individual identi:fication 

1996 4 April 93 20，540 12.0 -13.1 1 

1997 28 March 93 32，322 11.8 -13.5 1 

1998 26 March 93 32，635 12.2 -14.3 1-2 

1999 24 March 93 32，757 11.5 -14.6 1-2 

2000 24 March 93 37，155 12.4 -15.4 1-2 

2001 23 March 93 18，374 12.3 -16.0 1-3 

2002 20 March 93 22，478 14.9 -17.1 2-3 

2003 27 March 93 27，378 13.5 -16.7 1-3 

2004 22 March 70 19，466 11.3 -12.2 1-2 9，727 
2005 16-17 March 93 21，883 12.2 -14.4 1-3 4，870 
2006 24-29 March 9，89 14，025 12.6 -14.0 1-3 5，236 
2008 26-27 March 93 22，326 10.6 -13.2 1-4 10，561 
2009 2 -3 April 52 7，667 12.0 -15.0 1-2 7，667 
2010 5-6 April 50 14，614 13.3 -15.9 1-2 6，563 

* 1 Distance from the releasing site to the river mouth. 
むForklength indicates the range of mean fork length of the groups廿latwere released in a year. 
* 3 Generation indicates the number of filial generation仕omwild anadromous masu salmon. 
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Fig. 2. Recapture sites of smolts released in the Yoneshiro River. A， April (first year after release); B， May; C， June; D， July; 

E， September -November; F， December -February; G， March -May (second year after release); H， June-November 

丸 releasesite (Yoneshiro River).百lenumbers and letters (in parenthesis) next to the closed circles indicate the number 
and section (see Fig. 1) which the fish were recaptured. 
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4-8月の分布について，米代川においてはスモル

トのほとんどが4月に降海することが佐藤 (2008) に

よって明らかにされている。本州、旧本海側から放流さ

れたスモルトの多くが，津軽海峡東部で再捕されてい

る(伊藤・松宮 1997;山形県 1999)。また，夏に未成

魚、がオホーツク海で集中して分布しているほか(待

鳥・加藤 1985)，同海域内で標識魚が再捕されている

(Naito and Ueno 1995)。本研究では，標識魚、が4月に

海域で再捕されたほか 5月では津軽海峡東部で期間

中に再捕された標識魚の54.29る (71/131個体)を占め

た。 6-7月では 6月の 1個体を除いたすべてが津軽

海峡以北の再捕であり， 7月においては期間中に再捕

された標識魚の62.5%(5/8個体)をオホーツク海沿

岸で占めた。これらのことから， 4月に米代川を降海

したスモルトの多くは，越夏場所であるオホーツク海

へ向け，津軽海峡を通過する経路で北上すると考えら

れる (Fig.4A)。また，本研究では，少数ではあるも

のの， 7月に標識魚が北海道日本海側で再捕された。

このことから，津軽海峡を通過せずに日本海を北上す

る経路もあると考えられる (Fig.4A)。

9-11月の分布について，本研究では標識魚の再捕

が3個体と少なかった。しかし，秋季に北海道の太平

洋沿岸および日本海沿岸で未成魚が漁獲されている

(待鳥・加藤 1985)。このことから，標識魚が越夏後

に同海域を南下すると考えられる (Fig.4B)。

70 
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12 翌年 2月の分布について，冬季に本州および北

海道から放流されたサクラマスが津軽海峡東部で多

く再捕されている(待鳥・加藤 1985;木曾 1995;伊

藤・松宮 1997;大熊 2002;藤原ら 2004)。本研究では，

津軽海峡東部で期間中に再捕された標識魚の47.6%

(30/63個体)を占めた。これらのことから， 日本の

各地から放流されたサクラマスの多くが同海域内で越

冬すると考えられる (Fig.4C)。また，冬季には能登

半島以北の日本海沿岸と沖合，宮城県から北海道にか

けての太平洋沿岸にもサクラマスが分布している(待

鳥・加藤 1985;高坂 2001;藤原ら 2004;大熊 2011)。

本研究においても，同海域内で標識魚、が再捕された。

これらのことから，越冬海域が津軽海峡東部以外に，

能登半島以北の日本海沿岸と沖合，あるいは宮城県か

ら北海道にかけての太平洋沿岸にもあると考えられる

(Fig. 4 C)。

翌年 3月以降の分布について，翌年 3-5月では秋

田県南部から青森県にかけての日本海で，期間中に再

捕された標識魚、の49.2%(98/199個体)を占めた。翌

年 6-11月では， 6月の 1個体を除く，すべての個体

が河川で再捕された。これらのことから，越冬後，標

識魚、は母川回帰を始め，翌年 6月までには回帰が完了

すると考えられる (Fig.4 D)。

本研究では，標識魚の再捕は放流翌年11月までで

あった。海域での再捕は翌年 6月までで，それ以降

国
u エ50
誌
ロ
(]) 

ぷ 30
』

O 
I:I... 

-
a
'
 

.. ，
 
... ，-s' 

畠

g
z
s

・a

・-'

a'

・・・・・
s
g
e

---SST-' 

.‘
 
... ‘，.
a
v
 

・・・・8z--s
-
a' 

a' • 
10 

--gv a
，
 
.
.
.
 

••••••• 
----E・

$ 

・-• 

AM]]ASOND]FMAM]]ASON 

ぐ-Firstyear after release >< Second year_う
after release 

Month 

Fig. 3. Fork length of recaptured masu salmon. 

T'able 2. Growth rate of recaptur吋 masusalmon

Recapture month 

Apri1-August (first year after release) 
December -February 
March -May (second year after release) 
Total 

n Growth rate (cm/day) 

0.10 :!: 0.06 
0.10 :!: 0.01 
0.09 :!: 0.03 
0.09 :!: 0.03 

ワ
u
q
δ

ヮ
“
円
i

ワ
臼
ワ
山

Values: average :t SD 



288 佐藤 ・渋谷

A 
]un.-Aug. 

、，予、--^ 

D 

Fig. 4. Estimated migration route of released masu salmon. A， April -August (first year after 
release); B， September -November; C， December -February; D， March -May (second year 
after release) →， main route; → ，sub route;一)，route estimated by a previous stud弘
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はすべてが河川であった。これらのことから，員山

(1992)および木曾 (1995)の報告と同様，サクラマ

スの海洋生活期間は約 1年であり，その年の秋までに

母川回帰して産卵し，一生を終えると考えられる。

成長速度

全期間を通じての標識魚の平均尾叉長は19.4

57.7 cmであった。ほとんどの標識魚が海域で再捕さ

れた 4 翌年 6月にかけては，月数と尾叉長の聞に正

の相関関係が検出された。しかし，すべての標識魚が

河川を遡上した翌年 7月以降では，月数と尾叉長の問

に有意な相関関係は認められなかった。河川遡上後

のサクラマスについて，富山県神通川で 4-6月に採

捕された個体の胃内容は， 80.2%の個体で空胃であっ

た(因子 2000)。米代川で 6-7月に採捕されたサク

ラマスの胃内容は，すべての個体で空胃であった(佐

藤 2007，2008)。また，北海道の河川に回帰したサク

ラマスは，産卵まで絶食していた(員山 1992)。産卵

期の体重は，遡上期に比べて有意に減少していた(田

子2000;渋谷2001)。これらのことから，サクラマス

は，河川遡上後にほとんど摂餌をしなくなるため，成

長しなくなると考えられる。

河川内で再捕された標識魚の尾叉長は44.0

57.7 cmであり，宮城県および北海道日本海の河川に

母川回帰したサクラマスの尾叉長 (47.6-55.7 cm) 

と近似していた(待烏・加藤 1985)。これらの地域

におけるサクラマスの尾叉長の伸長速度は， 0.10-

0.12 cm/日であり(木曾 1995; Kasugai et al. 1997)， 

本研究の結果 (0.09cm/日)と近似していた。これら

のことから，本州、旧本海の流入河川である米代川水系

から放流された標識魚、は，北海道日本海側と本州太平

洋側のサクラマスと同様，海域では 1日に0.1cm程

度，尾叉長が伸長すると考えられる。

回帰魚の母川選択率

本研究では，放流場所である米代川以外で標識魚、が

4個体再捕された。サクラマスと同属であるベニザケ

とカラフトマスでは，海域から河川へ遡上した後に再

び降下し，他河川で産卵する現象が認められている

(J ason et al. 1999; Maselko et al. 1999)。このことから，

再捕された 4個体についても，再捕された河川を再び

降下し，他河川で産卵する可能性があると考えられる。

サクラマスについては，遺伝的な研究結果から

母川への回帰性が強いことが明らかにされている

(Okazaki 1986 ;野口・谷口 2007)。北海道では，サ

クラマスが放流河川へ正確に回帰することを利用し

て，ふ化・放流事業が行われている(員山 2005)。サ

クラマスの母川以外への回帰は，著者らが知る限り，

北海道において放流場所が不明の鰭切除標識魚が再捕

されたのみである (Miyakoshi1998)。河川生活期の

長いベニザケ o.nerka，ギンザケ O.kisutchおよびマ

スノスケ O.tschawytchaの母川選択率は，河川生活期

の短いサケ O.ket，αやカラフトマス O.gorbuschaに比

べて高く(異山 1985)，サケにおいては母川選択率が

95%以上であることが標識放流による調査で明らかに

されている(坂野 1960)。これらのことから，サクラ

マスの母川選択率は高く，サケ以上であると予想され

る。しかし，本研究では，サクラマスの母川選択率

が88.9%(32/36個体)と低かった。サケ科魚類にお

いては，河川生活期中に母川記銘が行われ(上回ら

1996) ，母川記銘は環境変化の影響を大きく受けると

考えられている (Quinn2005)。本研究では，生産場

所から放流場所までの距離が長く，放流前後で河川形

態が大きく異なる場合があった。これらのことから，

放流前後の環境の違いが標識魚の母川記銘に影響し，

母川選択率が低くなったと推察される。

要約

サクラマスの回遊経路の推定，成長速度および回

帰魚の母川選択率を把握するため， 1996年から2010

年 (2007年を除く)にかけての 3-4月に，秋田県

米代JIIから放流群ごとの平均尾叉長の範囲が10.6

17.1 cmのスモルトを合計323，620個体標識放流した。

再捕報告があった標識魚は合計501個体であった。再

捕結果から標識魚の多くは，降海後に津軽海峡を通過

する経路で北上し，オホーツク海で越夏する。また，

津軽海峡東部，福井県以北の日本海ないしは宮城県以

北の太平洋で越冬し，翌年の夏までに母川回帰すると

推定された。尾叉長は，海域における回遊期間では月

の経過とともに伸長したが，河川への遡上後は伸長し

なかった。海域における標識魚の尾叉長の増加速度

は， 0.09土0.03cm/日であった。標識魚の母川選択率

は88.9%(32/36個イ本)であった。
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