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サクラマス生息域である神通川への
サツキマスの出現

田子泰彦
（2002年 2月26日受理）

Occurrence of Red Spotted Masu Salmon in the
Jinzu River Inhabited by Masu Salmon

Yasuhiko TAGO
＊1

Abstract: Red spotted masu salmon, which is called amago or satsuki masu, Oncorhynchus masou 
ishikawae, caught mixed together in the catch with masu salmon, O. masou masou, in the Jinzu 
River, one of main fi shing rivers of masu salmon in Japan, was investigated from 1991 to 1995. The 
body size (range 21.5-44.0 cm) of red spotted masu salmon caught in the Jinzu River was mark-
edly smaller than that (range 43.5-70.0 cm) of masu salmon. This means that the period and area 
of ocean migration of red spotted masu salmon was shorter and smaller, respectively, than that of 
masu salmon. A red spotted masu salmon caught in the Jinzu River weighed 3.2 kg (FL 62.0 cm), 
which equaled the mean body weight of masu salmon. This suggests the possibility of cross mat-
ing occurring between red spotted masu salmon and masu salmon. The rate of red spotted masu 
salmon caught with masu salmon in the coatal waters near the mouth of the Jinzu River ranged 
from 6.9% to 14.6% during fi ve years. The fork length of red spotted masu salmon caught in the sea 
ranged signifi cantly less (16.0-46.0 cm) than that (13.0-72.0 cm) of masu salmon. It is considered 
that red spotted masu salmon should be excluded from the Jinzu River, and we should defend the 
intrusion of juveniles of red spotted masu salmon in order to keep masu salmon body size large and 
propagate masu salmon resources effectively in the Jinzu River.

　Key words: Red spotted masu salmon; Masu salmon; Cohabitation; Jinzu River

＊1 富山県水産試験場（Toyama Prefectural Fisheries Research Institute, Takatsuka, Namerikawa, Toyama 936-8536, 
Japan）．

サツキマス1,2) Oncorhynchus masou ishikawae（陸封
型はアマゴ）は，体側に朱または赤色の斑点があるこ
とでサクラマスO. masou masou（陸封型はヤマメ）
と区別され，九州を除く伊豆半島以南の太平洋沿岸，
瀬戸内海沿岸に分布し3,4)，伊勢湾に注ぐ長良川などで
漁獲されている5,6)。長良川に生息するサツキマスと神
通川に生息するサクラマスの生活史上の大きな違いに
は，サツキマス幼魚の降海時期は12月頃で，サクラマ
スの 4月頃に比べ 4カ月程早いこと，海域での回遊範
囲が伊勢湾周辺に限られ回遊期間が約半年で，オホー
ツク海まで約 1年の回遊をするサクラマスに比べ回遊
範囲と期間が狭く短いこと，成熟年齢は 2年で，サク
ラマスの 3年に比べ 1年短いことがある7,8)。このため，
サツキマスの魚体は多くが 1 kg未満5)でサクラマスに

比べ小さく，日本海側地方ではその市場価値は低い9)。
サツキマス（アマゴを含む）とサクラマス（ヤマメ
を含む）の天然の分布域は異なっている10)。しかし，
何らかの人為的な行為で混在が起こった場合には，極
めて近縁な関係にある両者の間では交雑が容易に起こ
り得ると推測される11)。両者の交雑が起こると，交雑
魚の降海率，降海時期，回遊範囲および魚体の大きさ
などに影響が出てくることが予測される。
このため，サクラマスの生息域でサツキマスの混在
状況を明らかにし，その解消を図ることは，サクラマ
スの河川固有群を保全し，資源量を増大させる上で極
めて重要と考えられる。しかし，ヤマメとアマゴの分
布域の人為的な攪乱の懸念12)や日本海側におけるサツ
キマスの漁獲例13,14)はあるものの，サクラマス生息域
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におけるサツキマスの混在状況を報告した例はほとん
どみられない。本研究では，全国でも有数なサクラマ
スの漁場がある神通川とその河口付近の富山湾におい
て，サツキマスの出現状況を明らかにした。

材料および方法

調査河川の概要　神通川は飛騨山地の川上岳
（1,626 m）に源を発し，岐阜・富山両県を貫流して富
山湾に注ぐ，流路延長120 km（富山県内46 km）の富
山県下最大の河川である。河口から10 km地点では
西笠山（1,697 m）に水源を発する熊野川が，同じく
9 kmでは楢峠（1,226 m）に水源を発する井田川が神
通川に合流している（Fig. 1）。1991～1995年の神通
川の年平均流量は，河口から22.2 km地点で82.75トン
/秒，7.0 km地点で175.02トン/秒である。サクラマス
の漁場は，河口から 4～24 kmの本川と支流の一部に
限られている（Fig. 1）。神通川のサクラマスの漁獲量
は1909年には169.7トンあったが，以後減少を続け，
現在では数トンである15)。
サツキマスとサクラマスの区分　本研究では各個体
における両者の遺伝的な混入の可能性は無視して，形
態上，魚体の体側に朱または赤の斑点が認めらる個体
をサツキマス，認められないものをサクラマスに区分
した。
漁獲調査　1992年と1993年の 4～ 7月には神通川で

マス投網漁またはアユ投網漁で漁獲されたサクラマス
とサツキマス20～35尾を収集し，尾叉長，体重，性比
および空胃率を調べた。また，1994年の 4～ 6月には
神通川のサクラマス漁での大型のサツキマスの混獲状
況を調べるために，サクラマス漁を行っている主要な

漁業者 5人に，流し網漁16)と投網漁で漁獲されたサツ
キマスの尾叉長と体重の記録を依頼した。

1991～1995年の 3～ 6月には神通川河口左岸方向へ
2.5 kmに位置する富山市四方の四方市場において，神
通川河口左岸方向へ1.5～5.0km，海岸線から沖合いへ
0.5～ 3 kmの範囲に設置されている定置網などで漁獲
されたサクラマスとサツキマスの尾叉長を測定した。

結　　果

神通川で1992年と1993年に漁獲されたサツキマスと
サクラマスの雌雄別の尾叉長の頻度分布を Fig. 2に，
尾叉長と体重の関係をFig. 3に，雌比および空胃率を
Table 1に示した。サツキマスとサクラマスの尾叉長
範囲は，全体ではそれぞれ21.5～44.0cmと43.5～70cm

に，モードは25.0～34.9cmと55.0～59.9cmにあり，
両者の重複はほとんどなかった。サツキマスの尾叉長
は雄，雌および全体ともサクラマスよりも有意に小
さい側に分布した（Kolmogorov-Smirnov検定，d.f.=2 
D=0.947雄，d.f.=2  D=0.978雌，d.f.=2  D=0.967全体，
各 p＜0.001）。また，サツキマスでは雌雄で尾叉長の
分布に有意な差は認められなかったが（Kolmogorov-

Smirnov 検 定，d.f.=2  D=0.341  p=0.112），サ ク ラ
マスでは雄は雌よりも有意に小さい側に分布した
（Kolmogorov-Smirnov検定，d.f.=2 D=0.490  p=0.009）。
尾叉長の分布は雌では両者とも一峰型のピークを示
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し，モードは両者で大きく離れていた。しかし，雄で
は両者とも二峰型のピークを示し，サツキマスの大き
い側のモード（40.0～44.9 cm）とサクラマスのモード
（45.0～49.9 cm）は隣接していた。
尾叉長と体重の関係式は，サツキマスでは y＝5.5

1e－5＋x3.28（r1,53=0.971，p＜0.001），サクラマスでは
y =1.02e－5＋x3.08（r1,59=0.933，p＜0.001）で示された。
サツキマスの体重範囲と平均は1992年では0.2－1.3kg

と0.6kg，1993年では0.1－1.3kgと0.5kg，サクラマス
のそれは1992年では1.4－5.8kgと3.0kg，1993年では1.2

－4.4kgと2.5kgであり，両者の体重分布にはほとんど
重複がなかった。

サツキマスの雌比は1992年ではサクラマスとほぼ同
じ約70%であったが，1993ではサクラマスより低かっ
た。サツキマスの空胃率は20.0～50.0%で 2カ年ともサ
クラマスに比べ低かった。しかし，胃に内容物のあっ
たサツキマス個体の胃内容指数（100×胃内容重量/体
重）の平均は1992年（N=28）では1.1，1993年（N=10）
では0.9と低かった。

1994年に漁業者に漁獲されたサツキマスの体重を
Table 2に示した。網目の大きいサクラマスの網漁で
漁獲されたサツキマスは 1 kg前後の個体が多かった。
1994年 5月31日には神通川の平均的なサクラマスに匹
敵する尾叉長62cm，体重3.2kgの大型の個体が漁獲
された。

1991～1995年に四方市場に水揚げされたサツキマ
スとサクラマスの尾叉長分布を Fig. 4に示した。サツ
キマスとサクラマスの尾叉長範囲はそれぞれ16.0～
46.0cmと13.0～72.0cmの範囲にあった。サツキマス
では1993年（二つ）を除き各年とも一つのピークが認
められ，モードは1992年の30.0～34.9cmが最も大き
かった。サクラマスでは50.0～54.9cm（1991～1994年）
と60.0～64.9cm（1995年）にモードがみられた。サツ
キマスの尾叉長はサクラマスよりも有意に小さい側に
分布した（Kolmogorov-Smirnov検定，各年 d.f.=2，
D=0.675（1991年），0.712（1992年），0.403（1993年），0.654

（1994年），0.784（1995年），各年 p＜0.001）。サツキマス・
サクラマスの漁獲尾数の全体に占めるサツキマスの割
合は，各年それぞれ14.6，13.5，13.9，10.0および6.9%

であった。

考　　察

ビワマスO. rhodurus，サツキマス（アマゴ）および
サクラマス（ヤマメ）は近縁な種関係にあり，一括し
てサクラマス群と呼ばれている。サクラマスとビワマ
スとの交雑による F1個体の生残率は親のサクラマス
よりも高いこと17,18)やヤマメとアマゴとの交配実験で
は F1個体および F2個体の生残率は親のヤマメと変わ
らないこと11,19)が報告されている。ヤマメとアマゴの
交配実験では，両者の F1個体には体側に朱点の表れ
る個体と表れない個体が出現し，また朱点のない F1

個体同士の交配では F2個体に20.2%の朱点の鮮明な個
体が出現したことが報告されている11,19)。
これらのことから，少なくとも体側に朱点を有する
個体はサツキマスかサツキマスの遺伝子が混入してい
る個体とみなすことができる。また，朱点のない個体
にはサツキマスの遺伝子が混入している可能性がある
が，本研究ではこれをサクラマスに区分したことで四
方市場におけるサツキマスの混入率（6.9～14.6%）は
最小評価されたものと考えられる。
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Fig. 3. Relationship between fork length and body weight 
of red spotted masu salmon (open circle) and masu 
salmon (dotted circle) caught in the Jinzu River, 1992 
to 1993.

Table 1. Rates of female and empty stomach of red 
spotted masu salmon and masu salmon caught 
in the Jinzu River from May to July

 Year Species of Number Rate of Rate of empty
  salmon of examined female (%) stomach (%)

 1992 Red sptted 35 71.4 20.0
  Masu salmon 29 69.0 86.2

 1993 Red sptted 20 55.0 50.0
  Masu salmon 32 81.3 62.5

Table 2. Red spotted masu salmon caught by masu salmon 
fishing net in the Jinzu River in 1994

 Date Fork length(cm) Body weight(kg)

 17 May 42.0 1.4
 17 May 39.0 1.0
 20 May 42.0 1.1
 31 May 62.0 3.2
 3 June 36.0 0.8
 3 June 40.0 0.8
 9 June 41.0 1.0
 9 June 38.0 1.0
 9 June 43.0 1.3
 24 June 48.0 1.1



140 田子

なお，サクラマスでは幼魚の降海時期と親魚の遡
上時期が重複するので，四方市場に水揚げされたサク
ラマスでは尾叉長分布だけでは幼魚と親魚の区分はで
きなかった。両者の区分を仮に神通川で漁獲された回
帰親魚の尾叉長下限の40cmとすると，回帰親魚にお
けるサツキマスの混入率は各年それぞれ20.4，17.7，
28.2，14.4および9.2%と高くなる。
神通川にサツキマスが出現した原因としては，神通
川上流域からの増水等によるアマゴ個体の流下および
神通川支流の熊野川や井田川の最下流に位置するダム

より下流で行われているヤマメの放流種苗にアマゴが
混在していたことなどが考えられる。神通川上流域は
岐阜県に位置するため，ヤマメよりもアマゴが重用さ
れ，従来から多くのアマゴが放流されてきた＊2。また，
熊野川や井田川へのヤマメ放流種苗として2001年に他
県の養殖場から購入された魚のうち134尾を調べたと
ころ，その37.3%が体側の朱点が鮮やかなアマゴであっ
た（田子，未発表）。
本来サクラマスの生息域であった神通川やその河口
周辺の海域では，今回の調査で多くのサツキマス個体
が確認された。長良川に遡上するサツキマスの親魚の
雌比は1972年では56.0%，1973～1975年では76.3%であ
り5,20)，神通川で漁獲されたサツキマスの雌比（1992

年では71.4%，1993年では55.0%）もほぼ同じであった。
神通川に遡上するサツキマスは，サクラマス16)と同様
に雌の占める割合が高いものと考えられる。
長良川に遡上したサツキマス親魚はほとんど摂餌し
ないと推定されている8,20)。神通川のサツキマスの空
胃率は20～50%で，同時に漁獲されたサクラマスに比
べ低かったが，摂餌がみられたサツキマス個体の胃内
容指数が極めて低かったことから，神通川に遡上した
サツキマスの多くはほとんど摂餌しないか摂餌率は極
めて低いものと考えられる。
伊勢湾におけるサツキマスの回遊期間は12～ 5月
で，回遊範囲はほぼ伊勢湾周辺の狭い範囲に限られて
いる8)。1972～1975年に木曽三川で漁獲されたサツキ
マスの体重の範囲と平均は0.2～1.3kgと0.5～0.6kgで
あった5,20)。京都府が日本海に注ぐ由良川などで行っ
たサツキマス（アマゴ）の放流試験でも，丹後海に降
海したサツキマスの回遊時期は12～ 5月で回遊範囲は
ほぼ丹後海周辺の狭い範囲に限られ，5月に漁獲され
たサツキマスの平均体重は0.5～0.8kgであった9)。神
通川で漁獲されたサツキマスの体重範囲と平均は0.1

～1.3kgと0.5～0.6kgで，長良川や丹後海で漁獲され
たサツキマスとほぼ同じ大きさであった。しかし，神
通川のサツキマスの体重は同時に漁獲されたサクラマ
スに比べると著しく小型であった。これらのことから，
神通川から降海したサツキマスの回遊期間と範囲は，
約 1年の間北部日本海からオホーツク海にかけて広く
回遊するサクラマス21)に比べ，伊勢湾や丹後海に降海
したサツキマスと同様に，短くて狭いものと推定され
る。
本調査で神通川で漁獲されたサツキマスの中には尾
叉長62cm，体重3.2kgの個体が存在した（Table 2）。
神通川での大型のサツキマス個体の出現は，神通川で
はサクラマスとサツキマスの交雑が起こっており，朱
点を有しながら大型に成長する個体の生じる可能性を
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＊2 岐阜県の水産業．岐阜県水産課．
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示唆している。両者の交雑の実状については，今後鱗
や耳石解析などの形態学的手法およびアイソザイムや
DNA分析などの生化学的な手法などによって明確に
されることが期待される。
神通川鮭鱒増殖場では毎年50～300万粒のサクラマ
スの人工採卵が行われており，これには尾叉長40～
49cmの雄個体も多く使用されている。神通川では多
くのサツキマスが確認され，特に雄ではサツキマスと
サクラマスの尾叉長分布のモードが40～49cmで隣接
していたことから（Fig. 2），神通川鮭鱒増殖場で人工
採卵に用いられる雄の中にも体側に朱点が表れていな
くてもアマゴの遺伝子を受け継ぐ個体が混入している
可能性がある。そうした雄個体を人工授精に用いると，
多くのサクラマス放流魚にアマゴの遺伝的な影響が出
てくる可能性がある。
サクラマスとビワマスとの F2個体や退交雑種個体

の生残率は F1個体より著しく低く，親のサクラマス
よりも低いとの報告がある22)。サクラマスとサツキマ
スとの交雑が自然界だけでなく人工採卵においても生
じれば，大型のサツキマス型交雑魚が生じる一方で，
交雑幼魚の降海率の低下，回遊期間の短縮および回遊
範囲の縮小などによるサクラマス資源の減少や魚体の
小型化が起こることが懸念される。

1996年以降も神通川やその河口周辺海域ではサツキ
マスの混獲が認められている23,24)。神通川のサクラマ
スの魚体の大きさを維持し，サクラマス資源を増大さ
せるためには，現在神通川に生息しているサツキマス
（アマゴ）由来の遺伝子を排除するとともに，それら
の新たな侵入を防ぐ手だてを講じる必要がある。この
ため，岐阜県側の神通川上流域にはアマゴではなくヤ
マメを放流すること，および富山県側の神通川水系だ
けでなく岐阜県側の上流域においても，ヤマメの放流
種苗は他河川に由来する種苗ではなく，神通川に遡上
したサクラマス親魚に由来する種苗を用いるのが，ア
マゴの侵入を防ぐだけでなく河川固有群の保全のため
にも適当だと考えられる。また，神通川のように県境
をまたいで連なる水系でサクラマスなどの遡河性魚類
の増殖・資源管理を有効に行う場合には，県を越えて
の相互の協力・連携が必要になると考えられる。

要　　約

1991～1995年にサクラマスの生息域である神通川と
その河口付近の海域において，サツキマスの出現状況
を調べた。神通川ではサクラマスに混ざって多くのサ
ツキマスが漁獲された。漁獲されたサツキマスの尾叉
長分布は21.5～44.0cmの範囲にあり，サクラマス（43.5

～70.0cm）に比べ著しく小さいことから，海域での
回遊期間は短く，その回遊範囲は狭いと推定された。

神通川では尾叉長62.0cm，体重3.2kgの大型サツキマ
ス個体が漁獲されたことから，サクラマスとの交雑の
可能性が示唆された。神通川の河口付近の海域で漁獲
されたサツキマス・サクラマス全体に占めるサツキマ
スの割合は 5カ年では6.9～14.6%であった。同海域に
おけるサツキマスの尾叉長分布は16.0～46.0cmの範
囲にあり，サクラマス（13.0～72.0cm）に比べ有意に
小さい側に分布した。神通川のサクラマスの魚体の大
きさを維持し，サクラマス資源を増大させるためには，
神通川に生息するサツキマスを排除し，さらなるサツ
キマス幼魚（アマゴ）の侵入を防ぐ手だてを実施する
必要があると考えられた。
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