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水産l際化場vJf報
39号： 39…46,1984. 

油産サクラマス 1十スモルトの降海行動と海水適応

泉 孝行＠小島 博＠ 原 昇

(;j七海道立＊1主務化場｝

伴 真 俊 ＠山内 f出

（北海道大学水産学部）

Downstream Migratory Behavior and Seawater Adaptability in 

the Yearling Hatchery-reared Masu Salmon ( Oncorhynchus masou) 

in an Artificial stream. 

Takayuki IZUMI, Hiroshi KOJIMA, N oboru KASAHAEA, 

(Hokkaido Fish Hatchery) 

関asatoshiBAN and Kohei Y AMAUCIII. 

(Faculty of Fisheries, Hokkaido University) 

Abstract 

The downstream migratory behavior and s巴awateradaptability in th巴 y巴arling

masu salmon ( 0抑corhynchusmasou) reared in Mori branch of the Hokkaido Fish 

Hatchery were investigated in an artificial stream in relation to the lunar phase around 

smoltification, from 27 April to 22 June, 1983 

1、hesmolts showed downstream migtratory behavior around the time of the new 

moon in May. Moreover, the largest numb巳rsmigrated immediately after rainfall 

following the new moon during the period of middle May through middle June. These 

results suggest that the n巴W moon and rainfall may be important as environmεntal 

factors for the onset of downstrεam migratory b己haviorin th巴 masusalmon. Of 

migrated smolts, ones which occurr吋 thebehavior around the time of then巴wmoon had 

thεbest hypoosmoregulatory abilities‘ 

The present results suggest that masu salmon should b巳 releasedin the river just 

b巴forethe new moon, and that hatchery reared masu salmon smolts may be effective as 

stocked fish. 

サクラマスは沿岸回遊魚、であるため，沿岸漁業資源として注目されているが，そのうど然資源は非常に乏しいのが

現状である。 iii勾そのi将養殖のための基f礎研究が行われてきている（マリーンランチング計i巾J）が，米だそのK.'l'i紅

ついたばかりであり，それらの基礎的知見の集積は今後に残されている。

サクラマス資滋増大の一方法として，河川への膨化稚魚、放流が考えられるが，サクラマスは降海するまで収符力

のノふさい河川に一年以上生活する丈P め，その金二宗一力は著しい告i投手jを受けており 〈小島， 1981; Iト島・杉；f,,1980), 

:It海道JI.水比二勝｛七場業績357号
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1昨化稚魚のb主流にはi'.Jずと限界がある様にw、われる。そこで近年，池i11においてi経／ru耳i町、あるスモルトまで養成し

た後川Illに放流1る鋭化放流がれ：IIされ，ヰi業イr;~~れようとしている。しかしとfがら J見イピ9 天然サクラマスロ〕湖 L

イ＇Ji!や成熟までの都議則的1J11:10〕内務先のため，放i/ilff;r，供給のための税f¥lO）絶対数が称めて少ない。この問題の解決

の lっとしてtUJJ!icサクラマス旬、ら得たスモ／レトを放流紙i'r'it’することが考えられる。

北百ui111'1A~.JJtff1f';場称、支場では J96611'からサクラマス奇池，－，，養成し，秘的ーをノ｝井＇fしてうlz:た。 ~ri& にザクヅγスは

＇子化後 2i['IJの脊』こスモルト（ l予スモノレト）になるが，；本支I誌の計tumザクラマスからMられた稚魚、のあるものは l

{f討の脊にスモルト（ （）；スモノレト）になるものが出現し，この O十スモルトは次frt皇ーに｝戎熟するため(llr1刀Ill,1974: 

新谷ヲ 1983), () I｛ドf;¥lスモルトを綴魚とした場合，天然サクラマス tこ比し，生活史を lif'.<'¥i総出来る。従ってみ；支場

では経済的効本のため， 01，下京lスモルトを親魚、として来た。もし， f出産サクラマスから容易に生産lI l米る 0＋および

1 ＋スモルトが放／j][f1れとして，:ffffjであれば，これらの放流はサクラマス放流事業1大きな不lj訟をもたらすと！芯われる。

そこで，三本実験では泊旅サクラマスから得られるスモル卜のうら， ~＼；－｝ 1→スモルトの放流!Id布！i的としての適合性お

よび、放流時WJ~i;;oi;i，~際的女LI ＼，~を f＇｝るために，人I河川内に移されたスモルトの降例行動および海水適応能を調べた。

材料と方法

森支；場で自rf{rしているtth1!fiサクラマス（） ＋スモルトと l＋／＼モIv卜のうお，本実験ではl98'.l"1ーに l十として銀化する

スモルトおよびパ】（河川｜残f{/1¥'J）合）｜！いた。

artificial stream 恥i1.86 rn, :t毛050.0 rnの流；］＜.？Illを人I》1JI 11と

してHJい，それをてmu隔で 5つの阪によって｜ス

t;Jj VJ ＇堰の付近で水の ifrlれ合強くするため4廷の

qi；，（：？こ 10×40cm の通過／＇（を設けた。また排水

I! iこH1を総獲するためのト？ッゾ（0.8×0.6xO 

5 rn）を：没［冒した（Fig.1）。人T河 Illには匂分ト0

トンのが）ノド↑tMJll；）＜.を流しt.:0 '.k;！綴JtJlll:J1J1ノ・）＜.／Jd,

lよfolI午前10時に社!11/i:し，そのi11＇（は 9.2～l:l.7。（：

であった。実験開始11.)0)4 )1221 1に1500）.（，の供

ぷ仇令人l}11JJll内の坂上ド[lllj内に入れた。 M川

内のらカj析の1廷の／＇（を巡り；絞りてトラップコこ進

入したf,11,を待河魚とし，その数をIi女流後1u11 9 

II、？にまnじした。このf必然は 6JJ 221 lまでわった。

仕Jj，実験「JM9{;11.¥OJ{Jt;J:r¥flけしおける｝弘文長の矧

！立分イIJ合 Fig.2にノドした。実験WJl!¥Jtl1，総ての

仇に迎、＇＇ 1:i[：のが：]ll（ぐとわっ j。

出ノ·Jzi凶J，［~： fj目立 i添わ1Jf(1,0J l i刊のf(r.令－11'1.J広げ1j1)z終
Fig. l. Diagrammatic represent孔itrmof an artificial stream. 

八Irow in the stream incli仁川csdirection of current flow. 1 jして， その24日与！日！？＆に羽：Jlllし， Jfllir'iJトリウ

ネ !ti＇バガクソ Jスとは抜本心地q1・c11N＼繁)ii'1R,,!frされI.:f!•.U ） ことをいう。
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j_R 孝1i.小島 jJ草＠笠原宍。 f'I＇亥 ！:Ji:・；!JI村！？？？、F

ム濃｝宣告と詩!IJ)icすることによって手1/)tした（CLARK！七日ncl 25 ~~·· 

BLACKBURN, 19＇／＇／）。潟水移行実験に mいられた／！く柄

fj) 
(30β×89.5×45.0 cm) 1-11の狗水（：l3°/oo)川 i'i；附州.it; 20 

し，水ililiはffCに保｝'ijfした。保Jillに際して魚、をW.t附ぜ

ず， lf,1内自I＼を」夜間水で淡いff＞した後， その正1j1f{i¥i：から 》15ぃ

尼｛｛j)[[U'iffに注射針を挿人して採Jillした。採JilL30～60分

主要：に［lll泌を血清分離約（シュアーゼツプ， Warner 恥 10

山町ともに代 i脈問

r!n消を得た。ナトリウム濃度測定時にJ/11治ーを純；J<（ミ 5 

リ；J;;', NewMilli R/Q) 100イ7守lζJ「C
' 制＂

！交t「「（II¥"L, 2081¥'J)で測定した。なお， :fr1釈約千えが小認。を

きいのでMM庄の低い校長（330.2nm）を附いて同j見析を

1¥.;jめた。カ、ラスカ〉ら0)/f'Htlを見まりるため， ~1U:<E に 1ii.'!tJ

1;iS39lJ (1984) 

{cm) 

した法1tはなるべくプフスチックな沼いた。 Pig. 2. Frequency distribution of the fork length in the 

また，千二研究でのスモルトジ）判定i主体色のまLH"!1t,, 

!'Tf!rl＼および、11：世話;:t.Jfiiifillの黒色化勾の特徴によったが，

これは久保 (19BO）がII、F柄、した'11WIスモルト以後のも

のにあたる。

結

i務河行動

；ヰ；実験に供するf引の鋭化、：えくの持li多を1制べるため，人

ycarlin乞rnasusalmon at the time when the fish were 

ti ansfcr red into aれ artificialstream 

* 
100 

仁川Illとは）JI）の池（l.9×I.rim）に人れん約200尽の！？ － 
[(1.のスそル卜1uuを点予11:)1切に利べた（ドig.3）。 4}Jに

的 50E吋

令d

スモノレトが t;i，られ初め（6%），その後公i1~ にその ！ I ¥fJ!. 

fがは別人企し， 5 J Jト旬に 87.8%のI1立大似合ぶした。

しかし， 6 JIに人ると銀化療は減少在比一目立fjd), 8 

j j+JJ七jiこは 12.9% 主でft~ I、した。 心。）後な ~I~イヒノ 1:.1起の

丹i将it人i河 Jiii人jに移された I'f＼＼にもほぼ［11）じくノiじ

てし】る k与えてもよし、とJg、われる。

~ 
VJ 

Ap仁 ,Jun守 Jul. Aug. 

Month 

人 [j1刊ilごおいてトラップにかかっん I＼（れの降れiflt Fig. 3. Chan宮山 in the r ale of occurrence of yearling 

数安似 fJ ,U，~ベヲその数をグクソにまとめた（Fig 4）。 masu salmon smolt reared in the Mori branch of the 

また，降／11Jした九il平のスモルトのltD日乏を Fig.5にノJ'
Ilokk日idoFi:;h Hatchery 

した。 Fig.4 (_: ~i~ ら h る 4ミ長に， m,i;o;'!JザIf日J1j1 ，ノふーカ川、ラッー／にヵ、かった均九 この会止は1"Jれも 3IEiJ以内で必った！.： dJ, 

これらパーは隣村h動とは沼iillが浮かイぷ｛こ；0!、われえ。 ゾjラスー仁ノレト 0)¥1急対行：）gjiごiよ幾つかのヒ アが絞~＂れ，
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Fig. 4. The numb巴T of yearling masu salmon captured in a fish trap at the end of 

an artificial stream during the time from April to Jun巴， 1983.
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第3~号（ 1984)

クは新月の 6日および10日後に観察された。その後，最初のものは新月直後に見られた。しかし，更に大きなど

満月後にi経河数の小さなピークが続き，更に 6月に 3つの顕著なピークが観察された。 Fig.4のと段に観察中見られ

5月の新月後での降打If数の各ピた降雨日および降雨量を示し，更に人工河川内に濁りが生じた日を明示したが，

クは降雨日とよく A致していた。そのうちでも，特に大きな 4つのピ」クは降雨に力IIえて濁りの生じた日のTrHltiこ

観察された。

実験終了時までに 65.7%のサクラマスが降i"Jし，それらはスモルトであった。しかし，人丁：rr-1川内に多くの角、が

銭i認したが，それらの中には退行し始めているものを含めてスモルトは＆（〕%でみった。

F悲j可魚、の海水適応能

降河したスモノレトの海水適応能を知るために，トラップに入ったスモルト 6～10隠を降河群ごとに潟水に投入し，
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れ宮.6. Developmεnt of seawater tolerance in the yearling masu salmon during 

smoltification. Serum sodium concentrations wεr巴 measured24 h after direct 

transfer to seawater. 轡.24 h after transfer to seawater, o zero h 

Month 

トラップに入った1誌の l郊のJill清ナトリウム濃度をその24時間後のlilt存！？ナトリウム濃度合調べた（Fig.6）。また，

海水投入所Iの悩としてj可II寺に求めたが，淡水中のスモルトのlfllt青ナトリウム濃度は 143.6士9.9～156.9ォ11.9mEq/Iま

でのほぼ一定の｛員を示した。実験開始直後のスモルトの海水投入24日寺間後の血清ナトリウムは 184.6士12.3mEq/Iで

あったが， 5月の来rrm度後十こ！経河した群ではナトリウム調節能力が最も高くなり， .152.6±3.7mEq/Iを示した。この

僚は淡水中での血清ナトリウム濃度（156.0二上3.SmEq/l）と絞ね同様な綴でJうった。しかし，その以後の際対群のナ

トリウム濃度は急激に上昇し，海水適応能の減少奇刀すした。 5月下勾以後の群になると，その血清ナトリウム濃度

は更に高い伺 (195.6土18.4～208.0士13.2mEq/I）を見せ，海水適応能の減少が示3れた。

原三ず
コ弓ミ考

これまで，サケ＠マス類のスモルトの降河行動に関して多くの報告がある（FOLMARand DICKHOFF, 1981)が，
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サークラマスの！経）<if行WJ1に段jするii1詩IIな官必然は YAMAUCHIet al. (1ヲ81Jb）によるのみである。本研究では，銀イ七時

j・[l1.f!i'il）ククγ スは；） J Jの新JJil'r後にfj,Z；りJO〕降河千jf助を・tよそjた。 ill）織の11:¥1.然そを KASAHJ¥EJ¥et al. （未発表）は同じ人

I }rJ J 11で，また yJ¥MJ¥llCIII el al. ( 1984b）は白然河川でhっている。阪に，スチ』ルヘットトラット （Sal削 OZαird叩eri)

でも車f[JJの ljかtir:'d以内lこ｜係YnfO)L2 』グが~，I，られた（KEESTE’l'TER, 1976, 197'1)。これらのことは GRAUel al. (1982) 

がl論議している様ト：，本！けjカャリウ aγス郊のスモノレト 0）降frrlfii[的の＇JIヨィvである irJfm'l'l安ンドI唆しているとinわれる。

しかし，他)J，ギンザケのスモノレトの降！1!J1r動は11:1~ ）jに関連している（MASON, 197：））という報告もある。本実験

び）在校~においても，~； ) J d〕泌jJ Oljをにもスモルトのj官H11ffJlfiJ1がばられた。しかし，治mのj1;:（こ［＼年下Hがあり， iえーって，

この11.'f の！時；／l1J1J•nJJ は潟 IJ あるいは！続！？ミ！のうち frrlれに J；：；容されたか，現在の）if[イ＇＇YJて、あるο 一」プj,

KASA fIARA el al. （未発表）の観察 (1982"1）では fjJjのfrMil1以後，そのi後／ru行動は＂（： く見られていなし、。ぞれ放，

今後ヲ 11:1~ ） J と｜鈴M行•Iり） 0〕 IYJ迎についても，詳細II に検；i、l dる必嬰があろう。

~Nイ［：，ノ［メL\I ↓、＼ WJOl新JJ ト：ギンザウ 0)J(Iい 111111犬Ill~ ；）；ル T ン（＇！、4）のりージが比られることな GRAll el al. (198 l）が

初めど !f2｛＇；し／二が 9 リク ・） ＜＇スtsJ、びγ子：fでも fii]除な、 T4U）リ…ジが11'¥1努きされた（YAMAUCI!J et al., 1984a)0 

;;c ）てラこ U)Z/r} Jに’［＇40）り←ジがノ！也：する汎！.専とはりウ科魚類に共通であるものかもしれない（YAMAUCl!I et al., 

!984a）。 T4は降詳壮行動を玄・itよ＇）る役：1111安少なくとも l｛れはおっている（GI¥AUdαl., 1982）ので9 新！？の11に11:.

ill'. ;J -6 T4 U）ザレジがザクテマスジ＇ Jll年Mf1d詠の号、起に L~l'J している 11Jli~·111i:l J1~五分；こ ·:ij· えられる。

1＼ 子？らの1りはきでは，岩Iパ後の11奇 l•HOJ ：（：を，より多くのス E ノレトが降／11］した。この現象は jlij じりクラマスで KASA!JARA 

et al. （米派表）や Yi¥Mi¥l!Clll et al. ([ 984b）によっても紛j紫3れている。降r'Fiは新しい7)<.の流入， t5¥UUおよびi濁

りのt'r''/JJll, ¥!': k＇.，ノJ¥ilnlや治法0）変化討をもたらす。ごれらの斐［人｜のうわ，イト111¥l空きでは説Uii：および流ilf{には変イ七が見

んれなかっよ：0 ;J•、／~·，水品，＇， O）~~、イI~ と降i"Jf)!fiJJ 0）ノhh！にも関係がないようにM;lわれた。

日OLOMON( 197お） IよぷrJld下ザうやブソウントアウト oJ l~tf11J1 ni¥11 o > IJIJ !if1 o l '!Ji I人JU〕 ・＇） lこ濁りがl.l!iJ'Jしていること 0:,

J t:J¥1LJら（1982) Iよ）リゥーの降川のど、ク Hi出りの！JJJ入がもたらすことを械；＇；－している。本 f必祭においても，社ljj}f

りクブマスの隊内務〈ωど クは潟りと関係していた。加えて， DICKI!OFFet al. (1982）によれば、そ－れまて、の ~iiJ 子f;Jz

L 起源U〕JNl;rるもOHこ代えと〉とギンザウスモ／レト （｝〕1f1l'l1T4 t11がよれ｝Jllするという。これらの結果iよ続雨によつどもた

らされるJ祈しい水や濁りの年長な＇J¥.'I六［7;l降flifjJtri/JU)•j i ざく~売ひく riJli~tl ~ヒノ］、＂~x している。

l主』、興味がもたれるのは羽1JJUJ1jfjlニ降 r•Iせがあってもリクヲγ スルT ノレトは！？奇がH1耐を丸I,Uなかったことである。

このことは新jJ U〕1、4サージを’＇；］：.けん ，（れが｜号令 14せに）父;,i：、できる織になること安ノlミ I~／＇しているかもしれない。YAMAUCJil 

et al.ヲ (l 984b）は ~JHr. トニfドって起 3 る l；品々 （｝） f~！.容と令来Jill や岐にして 2 つの相に分り／こ 0 llllち1<JJめの朴｜では海ノti凶比、

fji;cl）発連合1!J！〆オI, {t：白（｝）中11L IJ ll'ft/11Jfj動のrmvf1が:U'.ili.'；＼.れるとし寸。このごとはr}lj述の観察結果と考えず？せると

別Jil末以し、ちのカTJうる。

111行0Ilf!fV1 ~＞： ノハしたス二千ノレトのうわ，務fJ J u'l:f去のちのはよく発注した潟水iI華氏、泌を保；さしていたが，務fJJi金gr I !I 

以下をのものではfl',[;Iこ百Iiノk!J:(jfofii~ I土減少傾向をな＼した。 l•il じ治戸fサクラγスで，伴ら（米発表）も frijf;p 0) j（花祭会して

いる。この出ノ＇）（，ti；雪山fi~.j引＇. JWlll\Jが匁Jいのは的所リクラ J ススモルトの外~；l,1'11~特徴とよく づ女する（Y i¥Mi¥UCノIllel al., 

l981a）。このこ （：（上十illf!Iリクヲマス fJ$HイLのおHめが＇11・ くノJ：.じる（Fip;.4）ごととi主H系があるも 0）とm、われる。しかし9

1ンサケ (D!Cl<IIOFF el rd., l9'fS）やアγ ゴ（N i¥Gi¥IIJ¥Mi¥ et αI., 1982）て Wl.I~イ七JYJ[liJ/)) J立いこと tJi矢口られてお

り，池内サークジ γ スのそれが仰いのi:J池パーザクラマス （｝）特徴であるのか，つ、後六然サクブマスのそれと計約Ifこ比較

般討する必授があろう。

させた f\1. ヵs{ilj(YJ）：お可に .t,\t えるかどうかはJl'/;1； に務ill去のある［lfH~でみる。しかし，岩手
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：；）＜.移行実験は魚を淡水から）巳J接潟水に移すことによって魚の潟水選比、能を部jべるためのー」プfit；で、あるので，この方

法によって如水適応能が：mいと考えられるf(lが海uでノ｜祈でさないと球断するのは！日l践があるのかもしれない。

般にf(1，が／1UJ 11 から海洋に人る際，川｜！のれ水域 'ir,i)Jj るが，ザウでは淡水から汽ノk号、〉絞ることによって衿’劾に~：：：iJ, ［：，；、す

る（IWJ¥TJ¥et al., 1982) U）て＼ イ立百年水池J,t;11~ ｛r減少させた池戸［リクラマスがれノkノ＇!j， ~JUJ を終た場f;, どの織に

お!Ki即応id二jうかk7rに制べる必裂があると忠われる。 ¥ti＇こ，本実験の終 fU］，人i}11J川に多数のスモノレトが残併

した。 KJ¥SAllAHJ¥et al. （未発炎）でも同様にスモルトロ〕伐f裂が見られた。しかし，天然Millではザクラマススそ

／レトがトラップにかからなくな〉た後，その上流て、スそんトを長Imとすることがff＼米なかっk （涼h 手j',fd）ので、本

実験でも見苦u1 れf，＇. 事￥•こ， 111手 Mi'JiFゾj をノJミ δ ず人［ {iif)Ii；λHこ筏WIするスーと／レトが見られるのは託tumi；クラマスの特性に

よるのかどうか，検作！な11)[する問闘であろう。

本＇.）J検0）京，＇f片」l土－リクラ子スU〕J＆流｜↓、1

i"f川｜付で0）減粍｝合！成少限』こ拡IJ える U〕も 11!.説L~引U*O) ・-.Jであろう O I !LI、の様に，抗｜ぱザクソマスは新fjO){;j;：に，しか

も降H0に怖く角1!1プfぶれて降下／11J行動HC:した。これらのことはりクラマスイdJiJJtこ放流すればよいことを •Jlfi くノJ、Cl~ し

ている。新JJ11'11)fjfc'.i"fJけにJi主流されたff,1,f：上新川の T＜！のり）ジを受け，その後の！？年1'100）影千？で降河行l[!fJ；を起し迅速に

降百Ifするものと！万、恥れる（Yl¥MJ¥UCノIllet al., I号制bl。'f';J;{, NISillOKA et al. (1983）ギンザケ，スε／レト ｛；：新n

；こb文inもしたところ，その[iけ：計千q主主¥JH討にあがったという。

；キヴ：験iこHJいたりクラマスは淡水の池q1で紙代寄与予約養成3れてきたもので，これらは－天然ザクヲマスとはwった

でl'C1[ を flする 11J自~ttーがある（久保， 1983）が，本災験では少くとも :IN化u約こ如水；即七、fig ィ211,\ifff し，日lに降初J行動を

~I，せた。これらのがI県は fii］じ油昨今、リクラ γ ス（KJ\SJ\lll\Irn et al.，未発表； Yl¥Ml¥lJClll el al.,1981a）および大然

リクジ γ ス（YAMl¥UじIIel al., l 984b）で何られている。従って，本：＇ *SJ§；主のが1烈はittJ］！（サクブずスが放流ifIサクラマ

ス止してヰIJllJ できあ 11J 古i~'l1J '1;: ;J;I俊しどいる。しかし， l.J!IW）様に， tlil!!fiサクラマスの特ヤ！ト考えられと） 1if台R'111のあ

る上以象も以られたことから，今後¥(i＇こ池 1/i'＇｝ クフマスの様々のノ＇ U'i!的特性の去を般的資料を集frせするよ：めの努）Jをし，

i~lllf りクァ J スの政治,f,(1、土してのJI主介料 '1i:1i小J~に検討していく必要があろう。

'l~ ~（＇］ 

1111，／！（リクヲ♂スO)f:fiJJ;i)J国介’VI全検：；、Iする 11tドJc, tlilJ!；リクヲマス 1');(1, ~2材料として l\1f'i11Jij動とガij;j（~：~J,i：、：rn~"' l!!cJ J 

ど〕災験をイjい，沙くの結果合併た。

1 討lJJ!｛りクブγ スドfltスそノレトのj符Mピ ク；ふ：iJIの殺iJl 11'！今後、はられたが，上り ）；当など クl工事ii)11訟の降

ド！外：；；Y:~！~＇ されてし、るもび） /-: !/,lhれた。

2 F守／11］したスモ／レトのう九；， j ！の新JJ11'1t去に1%Mしたjifが11えも，・：；jv •i'fij ；）＜.泌氏、 ｛；： 1,,1,tiん。しかし，それL(f去のII年

/11]/i'(C lムそ 0）能力fJ減少した。

これらのがI烈より， リクソマス 0）欣流通JV!1よ'.iUHr,11:'1<J)ffJrJIJt'iilliがMi必であり，：Si：〔に池J!i＇～リクテマスは放流f(1,Fし

ど千j!IIである 11Jtm・1ゾjjyZ，，命，：1t，＼れよ：。
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