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水槽内におけるサケ Oncorhynchusket，α稚魚、による

ニシン Clupeapallasii仔魚、の捕食

白藤徳夫1，* .村上直人森岡泰三2 市川 卓福永恭平1・安藤 忠1

Predation on Larval Pacific Herring Clupea pallasii by J uvenile Chum 

Salmon Oncorhynchus ket，αin Captivity 
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Abstraci: Larval Pacific herring ClupeαpaUasii has been considered a potential prey item of 

juvenile chum salmon Oncorhynchus keta because they share habitat in the coastal area of northern 

]apan， in spring. We experimented on predation of larval herring by juvenile salmon in captivity. 

The juvenile salmon fed 4.7-7.4% body weight of live and the frozen-thawed larval herrings. The 

larvae were digested quickly in the stomach and 50% of them were evacuated from the stomach in 

2-4 hours. They were morphologically identifiable up to 3-6 hours after being fed. Quick .digestion 

and short duration time of fish in the stomach need to be considered in field surveys of salmon 

feeding habit. Predation mortality by juvenile salmon may have considerable impact on larval 

survival of herring. 
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Predation 

|二|本周辺海域に生息するニシン Clupeαpallasiiは新

規加入誌が年によって大きく変動する(花村 1963;児

玉 1997;Nagasawa 2001; Chimura et al. 2009)ため，

資源を管理する上で新規加入量の推定は重要な課題で

ある。一般に海&魚類の新規加入量は初期減耗卒よっ

て決定され (Hiort1914) その=i二要因は被食とされ

る (Houde1987; Bailey and Houde 1989)。ニシンの

仔魚期における主な兇亡安凶も被食と考えられており

(McGurk et al. 1992)，カナダ太平洋岸に生息するニ

シンでは，産卵場周辺のクラゲによる被食が仔角、の主

な減耗要因と されている (Purcelland Grover 1990)。

したがって，ニシンの新規加入量を推定するには仔稚

魚、期lの被食白似毛に閲する情報が不可欠であるため，ニ

2011il二2月7IJ受付;2011年 5月13日受理1

シン仔f!.'.を捕食する生物を特定し，それらの分布密度

や，飽食量，消化速度， 1=1問捕食量，捕食活動の円周

期性等の摂餌生態を理解する必要がある 。

サケ Oncorhynchusketa稚魚は河川から|峰神〕し，沖

合海域へ回遊する過程で沿岸水域に数ヶ月間滞留する

(帰1111986)。沿岸滞留期のサケ稚魚、の餌生物として，

端脚類，カイアシ類， ヨコエ ピ類， オキア ミ類等の

動物プランクトンの他に‘昆虫類，fT、類の卵，魚類稚

仔等が報告されている(小林 ・黒萩 1968;閑ら 1981，

1982; Terazaki and Iwata 1983;笠原 1985;帰山 1986;入

江1987，1990;鈴木ら 1994;関・ j青7](1998;関 2005)。
サケ稚魚、による仔稚魚、の捕食例として，北海道太平

洋沿岸の漁港内において尾叉長35~75 mmのサケ稚

l独立行政法人水産総合研究セン ター北海道区水産研究所 (HokkaidoNational Fisheries Research Institute， Fisheries 
research Agency， Al<keshi， Hokkaido 088-1108， ]apan). 

2 独立行政法人水産総令研究センタ ー J主島紋j:;'，:i.(~t柴センター (Yashima Station， National Center for Stock Enhancement， 

Fisheries research Agency， Takamatsu， Kagawa 761-0111， ]apan). 
ド述絡先 (Correspondingauthor): Tel， (+81) 153-52-4767; Fax， (+81) 153-52-6141; E-mail， shirafuj@fra.af仕c.go.jp(N. Shirafuji). 
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魚、が 5-15mmのガジ・ギンポ類の仔稚魚を捕食し

ていたこと(入江 1987，1990)， 1噴火湾沿岸の定置網

で採集された尾叉長40-100mmのサケ稚魚が主に 4

-6mm. 一部の個体は30-40mmのタウエガジ亜

科の仔fi:l.、を捕食 していたこと COkadaand Taniguchi 

1971) ，宮城県志津川湾奥で採集された尾叉長約

50 mmのサケ稚魚、がイカナゴ Ammodytestersonatus 

仔*11'1$.を捕食 していたこと(帰 111・熊谷 1985)など

がある。 しかし，胃内容物中の被食魚、の大半は消化が

進んでいるため種同定が困難で，多くの場合不明魚、と

して取り扱われるo

岩手県富市湾 と北海道厚岸湾で、は毎年初春から初

夏にかけてサケとニシンの種市が放流されている(水

産JYさけ・ます資源管理センタ-2001;独立行政法人

さけ ・ます資源管理センター 2002，2003， 2004， 2005， 

2006;水産庁.C社)日本栽情漁業協会 2002，2003;水

産J'i"・独立行政法人水産総合研究センター 2004;水産

庁ら 2005，2006， 2007)。また，宮古{湾，J阜j辛iZ5ともに

ニシンの産卵場ーであり (森阿ら 2008;Chimura et a1. 

2009)，ニシンイ子魚、の生息海域でもある ことか ら (三

上ら 1961;飯塚ら 1962;Chimura et a1. 2009)，サケと

ニシンは生活史の初期においてこれらの海域に同所的

に分布していると考えられる。そのため，百円湾では，

サケ稚魚に よるニシン仔稚魚、の~fI)食が示唆さ れている

が (Chimuraet a1. 2009)，その実態は不明であるo

従来，餌生物組成に|共jする liJf究は， ~ì一一に胃内谷物

を形態学的に観察，同定，分類する方法に より 行わ

れてきた。そのため，消化速度が遅い生物の量的過大

推定や ;1"0'&生物のように速やかにその形が崩れるも

のの過小推定な ととの問題が示II}Zされている(池脇・{幸

出 1991)。これらの問題を解決するには，野外調査に

おいて捕食魚、の摂餌時間帯や消化速度を考慮した採集

を行う必要がある。これまでサケやサケ科魚類の消化

速度はアルテミア Arutemiasp.，オキアミ類等の動物

プランクトンや配合飼料を与えた実験によって求めら

れているが (Brettand Higgs 1970;輿石 1980;Nagata 

1989) ，魚類稚仔の消化速度が笑測された例はない。

そこで本研究では， 春季の沿岸海域におけるサケ稚

向、とニシン仔魚の捕食一被食に閲する実態解明のため

の恭礎的知見を得ることを 1=1的に，実験水槽内におい

てサケ稚魚、によるニシ ン仔魚、の捕食実験を行会い，水iffi¥

やニシン仔魚、の休サイズがサケ稚魚に よる県食量ゃれ:i

化の進行に与える影響を調べた。さらに，胃内の仔魚

が消化される過程を観察し 形態的特徴に よる種同定

が可能な摂餌後経過時tHJを検討した。

材料および方法

捕食実験

2008年 5月181:::[に独立行政法人水産総合研究セン

ター北海道区水産問究所厚岸栽端技術開発センターに

てサケ稚魚、によるニシン仔魚捕食実験を実施した。同

センターさけますセンター鶴居事業所においてふ化，

育成されたサケ稚魚と， J享岸戦I告技術開発センターに

おいて採卵，ふ化させたニシンの小型仔魚 (0円前九

平均全長±標準偏差=7.8:t 0.4 mm)および、大型仔魚

(17日齢， 17.6:t0.7mm) を用いた。

実験開始 5目前に5001ポリカ ーボネイト製円71;水

糟にサケ稚魚、 (56.3:t 2.2 mm)を約200厄収容 しl当然、

7J(iJfit (7.7-9.9
0

C) で馴致させた。飼育水はかけ流し

にして換水速度 31百P!ii/日とし，午前と午後の 2日，

さけますセンタ ー鶴居事業所で使用されている配合餌

料 (さけます;fH:'YT.用配合飼料B43・， 日清丸紅飼料)を

給制 した。 -~l校絶食させた後に ， -80
0

Cで冷凍保有ー

した大型お よび、小型仔如、を室温で I~I 然解凍して， 全長

約20mm (251二|齢)の生きた仔魚、とと もにサケ作魚、に

与えた。 捕食の有無を観察するととも に給ri~15分後に

サケ柑魚、をほ集 し， 70%エタノ ールで保存 した。

飽食量・消化速度実験

2008年5月21日に捕食笑!検と同じサケ稚魚、とニシン

仔魚、を用いて実験を実施した。サケ H~f:i;1.の好適水温は，

温度illii性実験 (小山・ 上回 1981)ャ摂制実験 (214石

1980)から15t以下と される。そこで，実験時の水j昆

を好適7J(;晶のよ限に近い14t (以下，高温区と 記述)

と笑!投実施rWJの自然水温 (平均9.4t;以下，低温区と

Table 1. Total length and body weight (mean :t SD) of juvenile chum salmon and rearing temperature in each 
experimental setting 

IArge larva (14OC) 

Totallength (mm) 56.1 :t 2.0 

Body weight (mg) 959.7:t 112.3 

Rearing temperature (t) 

Mean 13.8 

Range 13.5 -14.3 

Food x Temperature 

urge larva (9
0

C) Smalllarva (14t) Smalllarva (9
0

C) 

56.1 ::t 2.1 56.4土 2.1 57.1土 2.0

906.2 :t 115.6 976.5土 125.8 954.3土 121.7

9.4 
9.0 -9.8 

13.8 

13.5 -14.3 

9.3 

9.0 -9.9 

Artificial diet (9
0

C) 

56.3士 2.2

995.1士 138.1

9.3 

9.1-9.6 
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記述)とし，大型仔魚を与えた高温区，大型仔魚、を与

えた低温区，小型仔魚、を与えた高j鼠区，小型イ子先l、を与

えた低iR区(以下，大型 ・高温区，大主!J・低説区，小

型・ 高温区，小型 ・低温区と記述)の実験区を設定し

た。それらに加えて自然水温で上述の配合飼料を与え

る実験区(以 下，配合 ・低温区と記述)を設けた (Table

1)。実験開始10目前に黒色の5001ポリカーボネイト

製円形水槽にサケ稚魚、を150尾ずつ収容 し，自然水漏

(7.7-9.9
0

C) で実験環境に馴致させた。その後， 高温

区については自然水温から徐々に水温を tげ，実験開

始 5目前に設定水温とした。午前と午後の 1日2回配

合飼料を与え， f子魚、を与える実験区では 3日前からそ

れぞれ与える所定の大きさの解凍したニシ ン仔魚を餌

料として馴放させた。各実験区とも実験開始36時間前

から絶食した。

本実験の給餌量はサケ稚魚、 1尾あたり体重の10%と

した。給it耳するニシンイ子魚、を実験前日に室温で自然解

凍した。すべての実験区では同時に給倒を始め，サケ

稚魚、の摂餌状況を観察しながら10分間lで所定量の仔魚

を与えた。摂餌直後と摂餌 3，6， 9， 12， 24時間後

に各区5尾ずつ取り よげ， 70%アルコ ールで仏;存した。

前述の捕食実験では，摂餌直後に採集 した個体の仁1:1に，

70%アルコール中で間内容物を rtl~_出する例が観察され

た。そこで， 摂餌直後の標本については，個体別に採

集・保存した。なお，水槽内の残餌をf1l:}主捕食しない

よう， 1回目の採集直後に水槽内の沈殿物を除去した。

採集した個体ごとの全長，体重，胃内容物を含む胃

ill量(仕上出した餌flを含む)， 胃内谷物を|除去した間

重量を測定し，個体ごとに胃内符物Th量(=胃重量ー

胃内容物を除去した胃重量)と%摂餌量(=胃内容物

重量/(休霊 胃内容物重量)x 100，摂餌直後の%摂

餌量は初期%摂餌量と記述)を求め，各実験区とも採

集H寺ごとの平均%摂餌量を算出した。消化速度を調べ

るために，摂餌直後から摂餌12時間後までの平均%摂

餌量の経同変化から回帰式を求め，平均初期%摂餌査

を基準として餌胃内容物の50，75， 90%を排出するま

でに要した時間 (排出時間)を算出した。なお， 各国

帰式における傾きの差の検定を試みたが，分散の均一

ttが担保できなかったため検定はできなかった。

実体顕微鏡下で摂餌後の時間経過に伴う胃の外観

とニシン仔如、の消化状態を観察した。餌として与えた

ニシン大型仔魚、は，黒色素胞や各鰭の鰭条数などの外

部形態の特徴 (EB:jヒ 1988)からニシンと種判別する

ことが可能であった。そこで，大型仔魚、を与えた実

験区については胃内容物の仔魚の種判別が可能かどう

かに留意して観察した。また，外部形態以外に耳石は

その形状から種判別の手掛かりになる場合があるため

(Yen 1987)，各IRとも胃内容物中の:Ej:石の有無につい

ても調べた。

摂餌@:1去のサケ稚魚、が捕食しているニシン仔ft、の尾

数を求めるため，大型仔魚、を与えた区では，胃内の仔

ß~、の数 (吐きiJ'Jした仔魚、も 合む)を直接計数した。 小

型仔魚、を与えた区では， 摂餌直後でも仔魚、の形態が崩

れているものが多く，仔魚、個体数を計数することが困

難であった。そこで，捕食した仔魚、の企重量(吐き出

した仔魚を含む)を測定 し あらかじめ求めておいた

小型仔魚 1尾あたりの平均湿重量1.04mgで除して仔

魚数を算出した。

果

捕食実験

解凍した大型，小型ニシン仔魚およ び生きた仔然、を

サケ稚魚、に与えたところ，いずれの状態の仔魚も活発

に捕食された。生きた仔然、では，サケ稚魚、が追跡して

捕食する行動も観察された。

摂餌直後に採集したサケ稚魚、の胃内を観祭したと こ

ろ (η=30)，すべての稚魚、の胃内からニシン仔魚が

確認された。

初期 %摂餌量

大型・高温区，大型・低温It，小型!・高温区，小型・

低温区，配合・低温区の平均初期%摂餌量は，それ

ぞ、れ7.4:t 0.5， 5.7:t 1.8， 5.6:t 0.7， 4.7:t 0.6， 4.3:t 

0.8%であった (Table2)。大型 ・高温区と小型 ・低温

区 (ANOVA，Tukey-Kramer test; Pく0.00，大型 ・高

Table 2. Weight and number of preyed herring larvae， time to % gastric evacuation and regression equation for rate of 
evacuation in each experimental setting 

Preyed herring larvae and formula feed Time to % evacuation (hr) 
Equation* 7 2 

Wet weight (mg) % salmon BW (%) 11 50% 75% 90% 

Large larva (141じ) 65.0 :t 6.0 7.4 :t 0.5 9.4 :t 2.3 2.6 4.1 6.2 Y = 11.61e-045X 0.98 
Large larva (9

0

C) 52.1 :t 14.1 5.7 :t 1.8 6.8 :t 1.8 3.4 5.7 8.6 Y = 8.20e-031X 0.97 
Smalllarva (14

0

C) 45.9土 4.7 5.6土 0.7 44.2土 5.1 1.8 3.0 4.5 Y = 8.12e-oωx 0.95 
Smalllarva (9

0

C) 46.7 :t 5.8 4.7 :t 0.6 44.9 :t 6.3 2.2 3.3 4.7 Y = 1O.23e-OGGX 0.97 
Artificial c1iet (9t) 39.7主 10.8 4.3士 0.8 4.3 7.0 10.6 Y = 6.43e-O.26X 0.83 

The values wcre mean :!; SO. 
"'X， time (hr); Y， % stomach content 
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温区と配合・低温区:(pく0.01) の聞に有意な差が認

められたが，同じ大きさの仔魚を与えた実験区間，同

じ水温実験区間には有意な差は認められなかった。

サケ稚魚、 1尾が捕食した仔魚、の尾数は，大型・高温

区と大型・低温区でそれぞれ9.4:t 2.3， 6.8:t 1.8尾で

あった (Table2)。一方，小型仔魚、・高温区と小型イ子魚、・

低温区のサケ稚魚、は，それぞれ44.2:t 5.1， 44.9:t 6.3 

尾を捕食した。
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消化速度

ニシン仔魚、を与えた実験区では， 50%相1:ι1時間は小

型・高温区(1.8時間)，小型・低温区 (2.2時間)，大型-

高温区 (2.6時間)，大型・低温医 (3.4時間)となり，

大型区よりも小型区で，低温区よりも高温区で短い傾

向が見られた。この傾向は75，90%排出時間でも同様

であった (Fig.1， Table 2)。摂餌24時間後では，空間

の個体が大型・高温区と小型・低温区で100%(n ~ 5)， 

小型ー高温区で、80%(n ~ 5)であった。大型・低温区は，

5個体中 2個体のみが空間であったが，残る 3他i休も

胃内容物がわずかに残る程度であった。ー方，配合餌

料を与えた実験区では， 50， 75， 90%排出時間はそれ

ぞれ4.3，7.0， 10.6時間であり，摂餌24時間後でも空

胃佃体は見られなかった。

E 

Fig. 1. Decline of stomach content with time in 5 experi 

mental settings. A & C， large larva; B & D， smalllarva; E， 

artificial diet. A & B， 14
c
C; C-E， 9't:. Vertical bars indicate 

95% confidence interval 
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は大型・高温区，大型-低温区と同様に被食仔魚、で充

満していたが，ニシン仔魚、の形態は崩れているものが

多かった。摂飼 3時間後では 仔魚の原型がわずかに

残っている程度であり，大型イ子f~l，区に比べて消化が進

んでいた (Fig.2 Bb)oまた，耳石も峰認できなかった。

摂餌 6時間後では，胃内の仔魚、は原形を留めておらず，

捕食後の胃の外観の変化と被食仔魚の消化状態

摂餌直後，摂餌 3，6， 9， 12時間後に採集した個

体の胃の外観と内部および被食仔魚、の消化状況を観察

した (Fig.2)。摂餌直後の大型 ・高温区，大型・低温

区では胃壁が伸張して薄くなるほどニシン仔如、が充満

しており， 一部は食道にまで及んでいた。また，捕食

された仔i~、には大 きな外観上の変化はなかった (Fig.

2 Aa)。摂餌 3時間後では 摂餌直後と同様に胃の外

観からニシン仔魚、の存在が確認できるほど胃壁は伸張

していた。被食仔魚、はわずかに消化が進んだ程度で原

JI~がほぼ残っており，頭部，体幹，尾部の識別および

背鰭鰭条数の計数も司能であった (Fig.2 Ab)。さらに，

被食仔如、の消化管後半部背聞の黒色素胞列や耳石も確

認することができた。摂餌 6時間後には，胃全体がや

や収縮し，胃の幽門垂近くに位置していた仔然、は原形

が判別できないほとと消化が進んで、いたのに対して， 間

の食道近くに位置していた仔魚ではわずかに原形を情

めていたが，耳石を確認することはできなかった (Fig.

2 Ac)。摂餌 9時間後では， 胃壁の厚みが回復し，胃

内容物は飽食時の1/3程度まで減少した。間内の全て

の仔魚、が原形を留めておらず 乳液状もしくは体幹部

を残すのみとなっていた (Fig.2 Ad)。摂餌12時間後

には間内容物がわず、かに残っている状態であった。

小型 ・高温区，小型 ・低温区ーともに摂餌直後の胃
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休幹部のみが確認で、きる桂伎であった (Fig.2 Bc)。

摂飼 9時間後では， 胃内容物がわずかに残る程度で，

12時間後には宝胃の個体が出現した。

考 察

本笑15失によって，サケ稚魚、がニシン仔魚を捕食す

ること， したがって両者が同所的に分布していればサ

ケ柑魚はニシン仔魚の捕食者になることがわかった。

軒手県宮古湾で、は 2 ~5 月 に，北海道厚jギ湾で、は 4 ~

6 月 にサケ卯'~j;üが jî9:~配される (水産庁さけ ・ ます資源

省Jlllセンタ - 2001;独立行政法人さけ ・ま す資iJ忠告:JlIl

センタ-2002，2003，2004，2005，2006)0また， ~I日湾は

天然ニ シンの産卵場であり，宮古湾では 2~4 月に，

l享 j辛湾では 3~ 5 月に産Jj[:J が行われる こと (Chimura

et al. 2009;森岡ら 2008)，両湾ともに 4~5 月 にニシ

ン{子分、が分布していることが卒[;[告されている(三上

ら 1961;飯塚ら 1962;Chimura et al. 2009)。 したがっ

て， 一時的ではあるが放流されたサケ柑 1~t と天然ニ

シン仔魚が同所的に生息することになる。沿岸滞留

Fig. 2. Herring larvae in jllvenile chum salmon stomach al 0 (a)， 3 (b)， 6 (c) and 9 (d) hOllrs after 

being fed in experimental settings of large larva (A) or smalllarva (B). Scales indicate 2 mm. 



408 白 jj~f .村上・森jiiij. ili JlI .高\ìÌく・主: iJ~i

JtJJ r:uにおけるサケ干H'f:r:I，は 主に端附けよ!やカイアシ類

などの動物プランクトンを捕食するが，魚類祁仔もiffl

食することが'H，i.告 されている (Okadaancl Taniguchi 

1971;帰iJJ.熊谷 1985;入江 1987，1990;関 2005)。 し

たがって，下L'，古湾で指摘されているように (Chimura

et al. 2009)，天然、ニシンイ子魚がサケ稚魚によ って捕食

される可能性がある。一 方， [UIj湾ではニシンの種苗

放流も行われており，宮tL，i湾では 4)=Jに，厚岸湾で、は

7~8 月に}j)(ijTLされる(水産庁・(社)日本栽培漁業協

会 2002，2003;水産斤・独立行政法人水産総合研究セ

ンタ-2004;水産11ら2005，2006，2007)ため，放流さ

れたサケとニシンは湾内に生息することになる。 しか

し，両者の放流サイズはおおよそ50~80 mm の利 y.~.

WJのもの(水産庁さけ・ます資源管理センター 2001;

独立行政法人さけ・ます資源f笛J.lliセンター 2002，2003，

2004， 2005， 2006;水品庁・ (社)日本栽桁漁業協会 2002，

2003; ;J( jYfi庁-独立行政法人水産総合研究センタ-

2004;水j主rrら2005，2006， 2007)であることから，放

流サイズから推察するとサケ稚魚、が阿サイズのニシン

稚魚を捕食することは考え lj!li~ い。

ニシン仔fAI.をlチえた実験区では，棋倒直後に採集

したサケ判í~H'，の胃は摂餌した仔f~1.が充満しており， 間

肢を通してそれらを確認できるほど胃壁がイ1¥1張してい

た。 今回の実験では， サケ ;fft f~'.、体重の10% を給餌した

が， 王子均初WJ%摂餌量は休11l:の4.7~7.4%で，給餌量

の約1/3は県餌されなかったことになる。肖の外観と

かな り の妓f!Ifがあ っ たことから，本~司会での初期%摂

fiII査はサケ稚魚が魚類稚仔を捕食した|努の飽食拡を表

していると τ与えられる。石狩湾沿岸:で採集したサケ;fW
f~1.の野外調351結果で、は，飽食と見なされる個体の摂餅

長は体重の 7%以上 (関ら 1981)，網走湖内では5.9~

6.8% (小林・ 巣萩 1968) 宮i5湾では5.4%であり(飯

間ら1983)，本実験での飽食量 (=初期%摂 fi~' t"~: ) の値

とほぼ一致する。

サケ稚魚の飽食量はニシン仔魚の大 きさや水晶に

よる有志:設が認められなかった。ープJ，消化速度に

ついては，統計的検討はできなかったが， 7J(ilfi'，が高い

ブ7ほど速 く，同じ水iEI区H¥jでは摂倒した仔'1:¥'，サイズが

小さいほど速い傾向が見られた (Fig.1， Table 2)。一一

般に，魚類の消化速度は水温iの影響を大きく 受け， 生

息適水温内で・あれば7J(iE~の上昇に伴い憎JJ日する (小栗

1991)。サケ，ベニザケ Oncorhyηchusnerka，サクラマ

ス Oncorhynchusmasouを使った笑j験でも同様の結果

が幸li告 されている (Brettand Higgs 1970;輿石 1980;

Nagata 1989)。また，胃における消化作用は，ぜん動

運動によ る物1.lli的 ?j~í化と消化博棄による化学的消化

から構成されるため‘ fi~ の種紙や大きさは，その物理

Il~性状や化学的主IlJ北の追いを通じて消化速度に影響す

る Oobling1987)。スズキの仲間 Stizostedionvitreum 

vitoreumに42なる大きさの魚を同長与えた実験では，

小 ?Ji~ の間ほど消イヒj虫!支が速いことが・限告 されている

(Swenson ancl Smith 1973)。 したがって，本実験で飽

食室ーには水温子餌生物の大きさの影響が見られなかっ

たが，消化速度は水晶に1Juえ餌生物の大きさの影響

を受けた結果，水jjf/Lが高く filf~q が小さいほど消化速度

が速くな ったと考えられる。一方，配合飼料を与えた

笑験区と比べると， 90%~~1・出時間において消化が最も

速かった小型・ 高温区では2.4伯.最も遅かった大型・

低温IKでもl.2倍以j化速度が辿かった (Fig.1)。また，

摂M24時間後にはH-f~1，実験区で、は肖内容物はほぼ消化

していたのに対して.配合-低iJfi'L区.で'(;土問内容物が有

在しており，配合飼料の消化速度は生物餌~q に比べjJî

かった。消化速度に関する[先住ま11見は，配合間flを与

えた結果に基づくものが多い (Brettancl Higgs 1970; 

輿石 1980;Nagata 1989)。サケ干fj，f¥'，の天然渇j或におけ

る日問弁H食量や摂飼回数等を推定するJ括合，配合飼料

のyj)i化速度に基づくと過小推定となる可能性がある。

沿岸滞留期間におけるサケ稚魚による魚類利仔のtilJ

食例としては，ガジ・ギンポ類(入江-1987，1990)や

イカナゴ(帰Li1 • J:i~ 谷 1985) 等があるが，ニシン{チ

稚魚が捕食されていた事例はない。野外削うまで採集さ

れた魚類の胃内谷物組成を調べる場合，イ子fJ;'.などの表

皮や骨格が未発達の生物では速やかに消化がj並行する

ため， 形態による同定は極めて困難となる。本笑験で

大型仔魚を与えた笑験区では 棋倒 3同間後まで鰭条

数や黒色素胞などの形態的特徴からニシン仔魚と判別

することが可能で、あったが. 611寺間後ではそれらの特

徴が消失 して極判別は不可能であった。 また， I百l定

の手掛かりとなる耳石は， 南jjEi区，低温t'd><:ともに摂餌

31時間後までしか確認できなかった。さらに，ふ化n¥1

後の小型仔ff).では布市，U豆，低温L区ともに摂飼 311寺IHl

後で既に j京JI'~が僅かに残っている程度にまで消化が進

み主|主iも雌認できなかった。 したがって. 天然iiMEk

でのサケ稚魚によるニシン仔魚の捕食実態を解明する

には，ニシンイ子fAI， を捕食したサケ;ffi':旬、を数時間以内に

採集する必要がある。サケは EI'いに摂tlI[し，特に朝}J

が活発であることが報告されている (入江 1990)。今

後，サケ稚魚の仔稚魚捕食の実態をt'ttIiJTTするためには，

サケの摂filI時間と消化速度を考慮に入れた採4長時間;計

設定や捕食量推定j去の検討を行う必要がある。

要約

春季の沿岸海域におけるサケ稚魚とニ シンイ子魚の

捕食一被食に関する実態解明のための基礎「川、11見を得

ることを 目 的に， ~験
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ニシン仔魚、の捕食実験を行った。解凍した大型，小型

ニシン仔魚および生きた仔魚、をサケ稚魚、に与えたとこ

ろ，いずれの状態の仔魚も活発に捕食された。したがっ

て両者が同所的に分布していればサケ稚魚、はニシン仔

魚の捕食者になることがわかった。また，ニシン仔魚、

を摂餌した際のサケ稚魚、の飽食量は体重の4.7~7.4%

であること，摂餌後 2~4 時間で胃内容物の50%が消

化されること，捕食されたニシン仔魚、は摂餌後 3~6

時間までは形態学 的手法による同定が可能であること

がわかった。今後，サケ稚魚、の仔稚魚、捕食の実態を理

解するためには，サケの摂餌時間と消化速度を考慮に

入れたぽ集時間帯設定や捕食量推定法の検討を行う必

要がある。
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