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耳石が解き明かす魚類の生活史と回遊a
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　魚類の生活史や回遊の詳細を知ることは，脊椎動物の

種分化様式の多様性を探求する上で，大変興味深い現象

であり重要な課題である。また，生物資源の利用という

観点から生活史や回遊現象を解明することも，系群の識

別や資源管理の方策を構築する上で水産学上極めて重要

な課題である。

　耳石は平衡感覚と聴覚に機能している。耳石には日周

輪や年輪が形成されることから，水産資源学上，重要な

齢査定形質として硬骨魚類の生活史研究に重用されてい

る。1）Pannella2）が耳石の日周輪構造を報告して以来，魚

類の齢査定の精度が劇的に改良され，生活史研究が急速

に進歩したことは言うまでもないことである。耳石は齢一

査定形質として有用であるだけではなく，標識としても

用いることが出来る。生きた内部標識として，仔稚魚の

耳石に蛍光物質が取り込まれることを利用したr耳石標

識法」である。野外の大量標識実験によって数多くの魚

類の回遊生態が明らかにされている。さらに，生息環境

水中の微量元素も耳石に取り込まれ生涯にわたって蓄積

保存される。耳石中の微量元素の中でもストロンチウム

（Sr）は濃度も高く，さらに環境水中のSr濃度，ある

いは塩分や水温などの変化に応じて濃度も変化すること

が分かっている。1・3）とりわけ，生活史の中で海水と淡水

との間を行き来する通し回遊魚では，海水と淡水との間

の移動に際して耳石のSr濃度あるいはSr：Ca比が顕

著に変化する。また，耳石中の微量元素濃度は成熟や変

態などの生理的因子によっても変化することが明らかに

なっている。したがって，耳石は個体の生活履歴や回遊

履歴を書き込んだ魚の「履歴書」のようなものであると

いえる。そこで我々は，この履歴書を丁寧に解読し，魚

類の生活史と回遊現象の詳細を明らかにするための研究

に取り組んできた。本稿では，これまで得られた研究成

果について概説する。

1．ウナギ属魚類

初期生活史と接岸回遊生態

　耳石を用いた生活史や回遊の研究で，その実用例が最

も多い魚類はウナギ属である。この手法によって接岸回

遊や降河回遊に関する知見が集積され回遊の謎が解明さ

れつつある。ウナギ属の変態開始時期や変態期間を正確

に把握することは，ウナギ属の回遊機構を理解するうえ

で極めて重要である。ウナギ属の仔稚魚の耳石のSr：

Ca比は変態と関係して顕著な変化を示すことから，耳

石輪紋解析による日齢査定と組み合わせることによっ

て，変態開始時期や変態期間の特定に有効であることが

明らかになった。4・5）Arai6オα」．4・5）は，外洋で採集された

ウナギ属3種（・4ηg吻砺グ砂oη翻，z4。66勧es6郷毎・4．

脚襯o鰯α）の仔魚（レプトケファルス）と稚魚（シラ

スウナギ）の耳石微細構造とSr　l　Ca比の解析を行っ

た。変態直前の最大伸長期の個体を含む仔魚の耳石に

は，河口に接岸直後の稚魚に存在する縁辺部における輪

幅の急増とSr：Ca比の急減は認められなかった。これ

により，輪幅が急増し，これと一致してSr　l　Ca比の急

減する時期は変態期に相当することが明らかにされた。

さらに一部の個体では耳石輪幅が最大に達した直後，あ

るいは最大に達する以前に接岸することから，変態は輪

幅が最大に達したとき，あるいはその直前に完了すると

考えられた。この研究は，これまで統一した見解が得ら

れていなかったウナギ属の変態期を正確に把握するため
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の解析手法を明示しただけではなく，ウナギ属の回遊機

構や分布を理解するうえで多大な役割を果した。この解

析手法は，前述の3種に限らず他のウナギ属にも応用

され，その回遊機構が解明されつつある。6－13）

　Arai6彪」。14）は，この手法を世界各地に接岸したシラ

スウナギに適用し，ウナギ属の回遊生態と回遊の進化の

道筋を論じた・ウナギ属の産卵場は熱帯域に位置してお

り，特に西部太平洋熱帯域のインドネシアには，18種

群のうちの7種が分布していることから，ウナギ属の

発祥の地と考えられている。15⑥したがって，ウナギ属

の祖先種は現在の熱帯産ウナギに近い回遊生態を備えて

いたものと推測される。それは周年産卵14）による周年

接岸，17・18）また周年を通じ一定した仔魚の発育スケジ

ュールを持っていたと考えられる。14）ウナギ属のレプト

ケファルス期間は3～9カ月と推定されている。14）レプ

トケファルス期を持つウナギ属は他の魚類に比べて著し

く長い仔魚期間を有する魚類である。したがって，ウナ

ギ属はこのゆっくりした発育速度と海流や風による受動

的輸送過程によって，その分布域をインドネシアからほ

ぼ全地球規模に広げることができたと考えられる。海流

系の年変動や個体毎の初期発育速度のわずかな変異は，

輸送期間や経路の変化をもたらしウナギ属の接岸・分布

範囲を拡大させたと考えられる。こうして長い仔魚期間

を利用して長距離の回遊を可能にしたのが温帯産ウナギ

であり，産卵場を熱帯域に残したまま接岸（成育）場を

温帯域へと拡大したと考えられる。熱帯産ウナギの変態

・接岸日齢が温帯産ウナギに比べて小さいという事実

は，14）温帯産ウナギの数千キロに及ぶ大回遊に対し，熱

帯産ウナギがせいぜい数百キロ程度の小規模な局地的回

遊を行っていることを強く示唆する。さらに，ウナギ属

の祖先種が現在の熱帯産ウナギに近いという事実は，ウ

ナギ属の回遊生態が熱帯産ウナギの局地的な小規模回遊

から始まって現在の温帯産ウナギの大規模回遊へと進化

してきたことを示している。14）

降河回遊生態

　Tsukamoto6臨1．19〉は，産卵回遊中のヨーロッパウナ

ギ・4・醐g％∫磁とウナギ・4．ゴのoπ加の耳石のSr分布を

調べ，これまで常識的に考えられてきたウナギ属の回遊

の原則を大きく覆す結果を導いた。ウナギ属は降河回遊

魚に分類される。したがって，耳石Sr濃度は，レプト

ケファルスからシラスウナギに至る海洋生活期に相当す

る耳石の中心部分は高く，シラス期以降に相当するその

外側部分は低くなるはずである。しかしながら調べた中

で，耳石の中心から最外縁に至るまで一貫してSr濃度

が高い個体が数多く存在した。すなわち，一生を海で過

ごし，通し回遊を行わないr海ウナギ」の存在である。

さらに，TsukamotoandArai20）によるウナギの耳石

Sr：Ca比の研究から，一生のうちに複数回にわたり海

水（汽水）と淡水を往き来するr河ロウナギ」の存在も

明らかにされている。そして，ウナギをはじめとする温

帯産ウナギで海ウナギや河ロウナギが数多く見出されて

いることから，21－26）ウナギ属の繁殖はむしろこれらのウ

ナギが支えていることが示唆された。近年激減の一途を

辿るウナギ資源の管理と保全対策を構築するうえで重要

な生物学的基礎知見を提示したといえる。

2．通し回遊魚

　魚類の生活史や回遊機構の詳細を探るためにウナギ属

に加えて，これまでチョウザメ科，キュウリウオ科，ア

ユ科，シラウオ科，サケ科，トゲウオ科，ハゼ科などに

属する10属以上の通し回遊魚に耳石解析を行ってき

た。その結果，それぞれの魚類に新たな回遊型や生活史

多型が見出された。

　イトヨ属の回遊には，従来考えられてきた淡水型およ

び遡河回遊型に加え，新たに一生を海洋あるいは河口域

に残留して再生産を行う「海・河口型集団」が存在する

ことが明らかになった。27・28）このイトヨの海中産卵は野

外調査とその際に採集したイトヨの耳石解析によっても

明らかにされている。29）これは，日本に生息するイトヨ

が，遡河回遊型祖先集団から形成されたことを鑑みる

と，海・河口型集団は，成長のため降海した遡河回遊型

集団がそのまま海水や汽水環境に残留し，艀化から繁殖

までの全生活史をそこで完結させると考えられた・

　カジカ中卵型30）やシラウオ31）では，それぞれ両側回

遊型および遡河回遊型個体群の他に，一生を河川や湖沼

で過ごす，河川型個体群の存在が明らかになった。 ワカ

サギでは，河川型と遡河回遊型の個体群の他に，汽水域

残留型の個体群の存在が明らかになった。32）三陸沿岸域

に生息するアユとシロウオの耳石Sr：Ca比解析から回

遊履歴の推定を行ったところ，アユは典型的な両側回遊

型のパターンを示したが，シロウオは遡河回遊型のパ

ターンを示さなかった。33）このことは，三陸沿岸域に生

息するアユは艀化後淡水環境を経て降海するが，シロウ

オは生活史を通じて淡水環境を利用しないことを示唆す

る。以上耳石解析によって明らかにされた結果は，従来

行われてきた野外調査による採集結果などだけでは，生

活史や回遊様式を採集地点から推定するしかなく，個体

毎に生涯にわたりこれらを追跡することは困難であるこ

とを示唆する。一方で，耳石には生まれてから死亡する

までの全生活史の情報が刻み込まれている。魚類の生活

史や回遊の研究に耳石解析を導入したことによって，こ

れまでの常識を大きく覆す多様な回遊生態とそれぞれの

魚類に見られる生活史多型が明らかになった。

3．非通し回遊魚

　耳石解析は，海洋のみを回遊する非通し回遊魚の回遊
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履歴の解析にも有効である。Radtke6緬」．34）は，大西洋

ニシソの仔魚の耳石Sr：Ca比から経験水温を推定し回

遊履歴を推定した。まず飼育魚の耳石のSr：Ca比と成

育温度との逆比例相関式を求め，次に実際の海域で採集

したニシン仔魚のSr：Ca比を調べ，このSr：Ca比を

水温に換算し回遊中の水温履歴を推定した。この推定経

験水温の経時変化を耳石日周輪と対応させたところ，仔

魚は餌生物の豊富な沿岸低温域に来遊していることが明

らかになった。標識放流や生物装着型記録計による調査

では，放流してから再捕するまでの期間しか回遊を追跡

することしかできない。しかしながら，耳石による調査

では，魚種ごとに水温や塩分などの換算式などを作成す

れば，艀化から採集されるまでの全生活史の回遊履歴を

復元することができる。

　太平洋西部域で漁獲されたカッオの耳石Sr：Ca比か

ら本種の回遊履歴を推定したところ，熱帯域で漁獲され

た個体の耳石Sr：Ca比は，耳石中心部から縁辺部まで

一定していた。35）これらの個体は熱帯域で一生を生活す

るものと考えられた。一方，三陸沖で漁獲された個体や

三陸沖で漁獲され標識放流後，パラオ沖で再捕された個

体の耳石Sr二Ca比は耳石中心部から一定部位まで低値

を示した後，急激な増加がみられた。この急増は，低水

温帯域への回遊と密接に関連していると考えられた。こ

れらの結果によって太平洋西部域には，少なくとも熱帯

域に残留する個体と温帯域へと大規模回遊する個体の存

在が示唆された。

4．今後の展望
　最近では，レーザーアブレーション誘導結合プラズマ

質量分析法（LA－ICPMS）を用いた耳石微量元素解析

にも取り組んでいる。36『38）この手法は諸外国では展開さ

れているものの我が国における応用は皆無に等しい。こ

の手法は耳石中の微量元素を指標とした魚類の集団構造

や産地判別，さらには環境汚染評価に新たな地平を開

き，水産資源学分野や水産環境学分野などへも多大に貢

献するもの期待される。

　今後さらなる耳石解析技術の革新にともなって，耳石

に含まれる未開情報が抽出されていくことが予想され

る。こうして耳石解析によって得られた結果と，野外の

生態調査や分子生物学的手法などによって明らかにされ

た情報を総合的に解析することによって，魚類の生活史

や回遊現象の詳細がより一層に浮き彫りにされていくこ

とであろう。
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