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むThelchthyological Society of Japan 2011 Abstract Examination of Biwa salmon (Oncorhynchus 111αsou subsp.) in four 
rivers discharging into Lake Biwa， Japan， demonstrated the absence of sexual size 
dimorphism (SSD). Previous studies having reported the direction or extent of 
SSD as being likely attributable to the relative strength of sexual selection (favour刷

ing larger adult males) versus natural selection favouring larger adult females (e.g.， 
fecundity selection) in masu salmon populations， the lack of SSD in this case sug-
gests a balance between those two factors. 
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LT'、ワマス Oncorhynchusmasou subsp.は琵琶湖の

Lー盟有車種であり，サクラマスαm.masou， 

サツキマス O.m. ishikawaeおよびサラマオマス

0. 111. formosanusとともにサクラマス群を構成す

る(古川， 1989;真山・木村， 1989; Kimura， 

1990 ;藤岡， 1991， 2009;木曾， 1995). ピワマス

は琵琶湖の水産重要種であるため，明治時代から

種苗放流が行われてきた(滋賀県， 2008;田中ほ

か， 2008;藤岡， 2009). その年間漁獲量は，昭

和30年代では 100トンに近かったものの，近年で

はおよそ20から 50トンの範閣を推移し昭和30

年代と比べて減少している(滋賀県， 2008;藤岡，

2009) . 

基車種サクラマスでは個体群や錐雄の間で親魚、

の体サイズに差がみられるが(待鳥・加藤，

1985 ;真山・木村， 1989;真山， 1992;木曾，

1995; Tamate and Maekawa， 2000， 2006) ， ピワマ

ス親魚の体サイズが雌雄の問で比較された報告は

限られ(びわ湖生物資源調査団， 1966;藤間，

1991 ;田中ほか， 2008) 複数の河川聞での比較

は行われていない.田中ほか (2008)のデータは，

すべての遡上河川，沿岸定霞縞での採集個体をす

べてプールして示しており，複数の遡上河川ごと

の親魚、の体サイズは示されておらず，基亜種との

比較検討も行われていない.

繁殖成功がサイズに依存する度合いのことをサ

イズ有利性という (Ghiselin，1969) .サイズ有利性

が性問で異なることの生活史進化上の意義は，理

論・実証両聞から盛んに研究されてきた例えば，

離が多くの雄の中から大きい雄を配偶相手に選ん

だり，雌をめぐる雄簡の激しい闘争があったりし

て，大きい雄が他の雄より多数の離の配偶相手に

なりうる種を考える. この場合，サイズ有利性は

離より雄で強くなる 逆に雌が大きい雄を特に選

り好みせず，また雄間の闘争も激しくない時には，

雄が獲得できる配偶相手の数が体サイズに依存し

ない場合もある. この場合にはサイズ有利性は雄

より雌で強くなる(原田， 1994). 体サイズを大一型
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にする選択庄はサイズ有利性の強い性に強く働く

であろうから，雌雄の体サイズの差は，繁殖戦略

の特性を反映したものになる

本研究では，複数の琵琶湖流入河川における遡

上親魚の体サイズを測定した結果を河川開で比

較・検討するとともに，基亜種サクラマスとピワ

マスの生活史を比較することで，体サイズの雌雄

差からどワマスの繁殖戦略の特性について考察す

ることを目的とした.

材料と方法

2009年の 11月2日から 23日にかけて，琵琶湖

北湖に流入する姉)11 (河川延長31km) .大浦川

(7km) .知内)11 (19 km) および安曇川 (58km)

の4河)11で調査を行った (Fig.1) なお，記載し

た河川延長は，滋賀県 (2007) に基づく. 姉)11.

大浦川および知内)11では河川内を踏査して確認し

た産卵後の艶死個体について，安曇川では北船木

漁協が採卵用に河口部のヤナで捕獲した個体につ

いて，外部形態および生殖腺により性別を判断し

標準体長(以下，体長と略す)を計測した年齢

査定が行われていない標本について，体長などの

度数分布を複数の正規分布に分解し年齢別のサ

イズや{間体数を推定する場合がある.相棒・滝口

(1999 )はMS-Excelとそのアドインソフトである

Solverを用いて最尤法に基づく正規分布分解

(Hasselblad， 1966) を行う手法を考案しており，本

研究ではこの手法を用いてピワマス親魚、の体長組

成の正規分布分解を行った遡上親魚、の体サイズ

については複数の年級群から構成され，データの

正規性が疑われることから， ノンパラメトリック

な手法により体サイズを比較した統計的有意水

準は5%とした なお，滋賀県の特別採捕許可を

得て本調査を実施した

結 果

各河川および全河川の倍体をまとめた雌雄加の

体長について，平均値±標準偏差(範囲，備体

数)をTable1に示したいずれの河川も平均体長

は40cm前半と近い値を示した 雌雄別に体サイ

ズを4河川の聞で比較したところ，雌雄ともに河

川の聞で有意な差はみとめられなかった(Kruskal-

Wallisの検定，雄 df=3，H=4.9， P>0.05;錐:

df=3， H=2.7， P>0.05). 

全河川の親魚、の体サイズを雌雄閉で比較したと

Shiga Prefecture 

Fig. 1. Map ofLake Biwa and inlet rivers. 

Table 1. Body size at maturity ofBiwa salmon in four inlet rivers ofLake Biwa. 

Rivername 

Ane 
Oura 
Chinai 
Ado 

Total 

*Standard deviation 

Sampling date 

Nov.23 
Nov. 15，21 
Nov.22 
Nov.2 

Nov.2-23 

Standard length (cm): Mean土 SD*(Range， N) 

Males 

4l.9こと7.5(24-65， 54) 
44.3土5.4(37-57， 12) 
40.9土6.9(33-58， 24) 
40.1こと5.2(29-51，40) 

4l.4ごと6.6(24-65， 130) 

Females 

40.92:4.9 (33…51， 59) 
40.72:6.6 (28-52， 20) 
42.62:6.4 (29-55， 34) 

40.62:4.6 (33-48ラ40)

4l.22:5.4 (28-55， 153) 



ピワマス遡上親魚、の体サイズ 173 

5

0

5

0

5

9

5

0

0

5

 

3

3

2

2

1

1

3

2

 

(
日

)
h
o
C
C
2
u
m
w
L
L

Males 
N=130 

Females 
N=153 

0

5

O

 

E

-

-

~ D ~ n " ~ G ~ ~ D ~ 

Standard length [cml 

Fig. 2. Standard length frequency distributions of 

mature Biwa salmon in four inlet rivers of Lake Biwa. 

ころ，有意な差はみとめられなかった(抗ann-Whiト

neyのU検定，z=0.05， P>0.05) .全河川の悟体を

まとめた雌雄別の体長頻度組成をおg.2に示した

錐雄別の体長組成について相揮・滝口 (1999)の

手法に従い正規分布分解を行ったところ，雄は4

つの年級群に，雌は2つの年級群に分解された

(Pig. 2). 雄の各年級群の平均体長と全体に占め

る個体数の比率は，若いほうから順に， 37.7 

cm'69%，47.2cm ・24%，54.0 cm -4%， 65.3 cm ・4%で

あった.同様に雌では 37.6cm'66%と46.5

cm'34%であった.

考 察

田中 (2007) は標識放流儲体をもとに2006年

の由帰親魚の体サイズ調査と年齢査定を行った.

それによると，各年齢の平均体長はドで、28.6cm，

2+で37.9cm， 3十で42.6cm， 4+で47.4cm， γで

51.4 cmであり，回帰親魚の主群は2+とγで占め

られていた正規分布分解により得られた各年級

群の平均体長を閏中 (2007)の知見と比較すると，

雄の第 1年級群はγに 第2年級群はギに，第3

年級群はγに，第4年級群はが以上に該当する.

また，雌の第1年級群は2+に，第2年級群は4+に

該当する.このように， 2009年における遡上親魚

はγ と4+が主群と考えられ， 3+に該当する年級

群は検出されなかった. このことの要因として，

Yの平均体長がγおよびギと近接しているため

正規分布分解によってγ年級群が分離できなかっ

たことが考えられる 今後は，鱗による年齢査定

を組み合わせるなど年齢組成の推定精度を向上さ

せることが課題である.

今回，調査したピワマスの体サイズには河川間

で有意差は認められなかったこのことは， ピワ

マスの母JIIIID帰性があいまいで母J11以外への迷い

込みや，種苗放流事業によって各河川の個体群聞

で頻繁に遺伝子流動が生じていることが要因とし

て考えられる.近年の研究によると，基亜種サク

ラマスでは同一水系の支流単位で遺伝的分化があ

ることが知られ，支流単位での母川回帰性を示唆

しているが (Kitanishiet al.， 2009)， ピワマスにつ

いては母川田婦機能がどの程度正確なのか， まだ

よくわかっていない.今後研究を進め， ピワマス

の母川回帰性や放流した種苗が資源に占める都合

などについて明らかにしていく必要がある.

今回調査したピワマスの雌雄閤にも体サイズの

有意差はみとめられなかった. 1980年代のピワマ

スを調べた田中ほか (2008) も，雌雄の間で体サ

イズに差はないと報告している. しかし基亜種

サクラマスでは同一倍体群内で唯雄の体サイズに

差がみられることが知られている(待鳥・加藤，

1985 ;真山・木村， 1989;真山， 1992; Tamate 

and Maekawa， 2006). 

Tamate and Maekawa (2006) は，回遊型サクラ

マスの雌雄の体サイズ比は北緯45度付近で等しく

なり，それより北方のロシア沿海州では雄のほう

が大きく，南方に位置する北海道や本介|では離の

ほうが大きくなる地理的傾斜(以下，クラインと

する)の存在について指摘しその要因を田遊型

親魚の性比に求めている.すなわち，分布域の南

方では河川残留型の雄が多くなるため，田遊型個

体の性よヒは雌に偏る(真山・木村， 1989;木曾，

1995 ;玉手・山本， 2004). サケ科魚類では産卵

場における雌の獲得を巡って雄関で関争が行われ，

大型個体ほど闘争に有利である(小関・Fleming，

2004). また，雌では生殖腺重量が大きいほど卵

数や卵サイズが大きくなり繁殖戦略上有利である

(原田， 1994). サケ科魚類では一般的に体サイズ

が大きいほど卵数や卵サイズが大きくなることが

知られており(森田， 2003)， ピワマスでLも体サイ

ズと卵数(藤岡， 1991)，体サイズと卵サイズ

(藤岡， 1991;尾田， 2009) の聞に正の棺関関係

があることが知られている.サクラマスの分布域

の北方であるロシア沿海州では，雄でも河川残留

型になる個体は少なく，閉遊~親魚に占める雄の

割合が高まり，産卵場における田遊型雄同士の雌

をめぐる競争が激しくなり，回遊型雄の体サイズ

に働く性選択圧が強くなる. そして，北方の個体

群では雄の親fミサイズに働く性選択庄の方が雌に

かかる自然選択圧より強いため，雄の方が体サイ
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ズが大きくなると考えられている (Tamateand 

Maekawa， 2006). 北韓45度付近の個体群では，雄

親魚の体サイズに働く性選択圧と雌親魚、の体サイ

ズに{動く自然選択圧に差がないため体サイズの性

的二型は生じないと考えられている (Tamateand 

Maekawa， 2006). 一方，北緯何度より南方では回

遊型の雄が少ないために 産卵場における雄両士

の競争率は低下する. このため，サクラマスの分

布域の南方である百本の回遊型サクラマスでは雄

のサイズに{動く性選択圧が弱くなるため雌の方が

体サイズが大きくなる (Tamateand Maekawa， 

2006) . 

ピワマスが生患、する琵琶湖は，サクラマス群の

分布域の中では比較的南方に位置するため，サク

ラマスにみられる雌雄の体サイズ比の緯度に沿っ

たクラインにf追うとしたら， ピワマスは雌のほう

が雄よりも大型になるはずである. しかし実際

には雌雄の聞で体長の差は検出されなかった.そ

の理由として， ピワマス産卵群の雄はごく一部の

河川残留型の早熟雄(藤岡・伏木， 1988;藤岡，

1991， 2009 ;桑原・井口， 1998) をi桧き，ほとん

どが田遊型で占められている(藤間， 1991，2009). 

飼育実験によると， ピワマスの河川残留型早熟雄

は当歳魚、の夏至までに体長70mm'w、上に成長して

いる{国体の中から出現しその出現頻度は5%程

度であるとされている(藤岡， 1991，2009). この

ため，産卵場で雌をめぐる雄向士の競争が激しく

なり，雄の体サイズに対する性選択圧が強まった

結果，雌の体サイズに対する自然選択圧と2まがな

くなりサクラマスの離雄の体サイズ比のクライン

からはずれてピワマスの雌雄の体サイズ比が等し

くなったと推察される このことの証明のために

は， ピワマスの産卵行動の詳細な調査が必要であ

る.
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