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ノ＼ナカジカ（Cottus nozawαe SYNDER）による

サケ稚魚捕食に閲する生態学的研究

永田光博

（北海道々水産Wl'化場）

Ecological Studies on the Predation of Chum Salmon Fry 

by Fresh Water Sculpin, Cottus nozawae SYNDER. 

Mitsuhiro NAGATA 

(Hokkaido Fish Hatchery) 

Abstract 

1、heecological studies on fee正lingof fresh watεr sculpin Coitus nozawae, a dominant 

predator of chum s日lmonfry （οncorhy目chusketa) in the eastern streams of Hidaka were 

experimentally carried out from June to July in 1982 and 1983. 

Amounts of satiation in the sculpin wer巴investigatedby exposing them to three size 

groups of prey (chum salmon fry) and two different water temperatures under the closed 

system. Most of the sculpin, which were held without food for about a week, satiated 

within 2 hours after supplying with the chum salmon fry as a prey in excess. ＇］、he

relationship between the fry weight of satiation (Y wl and body size of the pr日dator(X) 

was repres巳ntεdby a linear: Y w 0.695X 4.381, being ind巴pedentof size in the prey(x) 

On the other h註nd,the fry numbεr of satiation (Y0) decreased with increasing of prey 

size (Y n = 0.988X 1.589x ・f l.492). The satiation amount was appeared not to b巴

affected by variation of water temperature 

The rates of digestion were measured under the two different water temperatures 

m clos巴dsystem. The stomach cont巴ntdecreased curvilinearly as represented by 

polynomial regression. Full digestion time of the fry within the stomach of sculpin 

increased with fall of water temperature and with increasing in size of the sculpin. 

Fe巴dingafter the sat凶；ionwas observed by exposinf'. the sculpin with various sizes 

to two different densities of chum salmon fry for a week日nderthe flow system. The 

sculpin was appeared not to consume eno日記hthe prey until 3rd day afteτthe satiation, 

but became fαi actively from 4th on. Ratio of the accumulative amount consumed by 

the sculpin for a week after the satiation to the satiation amount increased with 

decreasing in size of the sculpin, being indepedent of differ巴neein density of fry日sa 

prey‘ 

サウ・マス彬fl,1,iJil可！｜！および沿岸iilH抑制に多くの魚類により捕食されることは，すでによく矢IIられている（久保，

1946; IIULT and ]OIINELS, 1949 . SEMCO, 1954 , ).l'f!J •長沢， 1960 ; IlIYAMA et al., l 972a）。 flri'lj以来［XO〕サ

j乙ず正道、／ノj℃fヰ鮮ftJ品主；it'l3S9 

r百一）
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ケ＠マス1tz流Millにおいても，ノ吋ージカ CottldSnozawae，ウグイ Tribolodo日 hallo即 日sis，リクラマス幼魚 ο河ocorhy

nchu守削asou，アメ子ス Salvelinusleucomaenお等の魚類がノ＇ l.足！、しており，このr11-c，午、.'i~こハすカジカによるりケ

稚魚のjlfi食：が俊，1j的であることが許可卒、「 (1979, 1980）により報~＇；されている。これらの捌i食｛れによるリケ。マス雑

魚の！＼Ii食に閉するノl二物学的特性のti~お！ f;J:，効梨的ザウ。マス人1:.U,'f7~＼｝;ji業を促進するために if\~liてもあり，また＃）切

におけるJij()fr（彬f¥1，と1＇リ川卜人lノ＇LU.魚売fjとU〕jを物！対｛系d〕ヲピlりji立ノlfiB学的1l¥Lr,','

これ；主で，淡水戸［カジカ類によるサウ＠マス祁f¥1，の捕食に関する研究は，カンキ 3ウカジカ Coitushangionge日Sお

によるT支持状況（検ILi他， 1965), ザケfilf¥i，密度のハチカジカ c.向。zawaeの総会への影響（；tFfl• j乏読む 1960）等

び〉報1＇；があり， fr立； i，告件、J(1980) d，ハブカジカのi&:!ll\I支がザウ樵｛立主任官it·~：；長特をうえることをm.i1請した。しか

しながら， ・J.tの捕食設を規準としてのハゾカジカのザイズとサケ稚魚サイズとの数：M関係や消化法「喜一については，

未だ不iyJのまま残されている。また，捕食fれによる放流、リケ。マス枚f:\1，の食＇.~If- に／＇.~］する資源的研究も極めて少ない

(lIIYi¥Mi¥ el al., 1972 b）。

これらの観点から，サゥ T1lff;r,o）ノ叶カジカによる ti日食の影~·~j を解明するため，ハナカジカのl!ll食におけるけケ稚

魚リイズの影すれ消化速度における木治およびノ＼）－カジカリイズの影特について実験／］＜.f'/yでほ！の栄養生態学的観

察をわった。

このs論文の鈎！校IJUとイ）主主な事i助Tiをいただし〉た北海道3け＠ますふ化J'fbllild是正；課長小手本♂111コl;:P:JU≪¥fiびL'.Hlがfヲモロ

［ぶ11修博i：に対して，派,fi:O）説；訟を表する。

材 料お よび ）j 法

実験川則jJしたハナカジカは，北海道li 正li1守内 O)jfifj[）~流れる：秋）JIJl11ト／j）［域より投網により採取した例外；で，成

立~＼~［10）野！？王（ U7 L60mm）から宇ljf析するなら，後j終（1975）が銀j＇；・したいわゆる 1MIH¥'3.L：十II汚するタイ／であっ

と。これらの古川本LJ:，実験制rf将？で必j/ii]1¥IJ後結；食させて， iまば完全にヤj災状態にし／」後実験tこHtした。 -)j’告l ； 

としたりケ:ff』f(¥f土泊、＇1.ゐノ・）＜；.ヰIJJifJ'

5起思実 I 飽食景

約々のサイズのがI＼食ノ ＼fカジカをイ［c'i［＃；ごとに｛沙ポIJをJ放さつめた ii水式のガラスノk検（0.0日m＇）に収作し，その，，，

に つの災なるザイズのりケf1L1J引をそれぞれ）JI］々 に充分；1t会投入し、 定fl,\[liJ ごとに ~Ji食品I［体数および1[(:1: ~ ~jljえJ

し、飽食lt,¥Jiljおよび飽食；誌が淵ftした。 Jilj食1f(:j（：は投入lr!:U）サウ有tf引のポJi(から対l1をi[i;]f.小数社！日立時に伐コたボJ1H1去

りウ有if(1，の •n:,;-:i:JHjし〉たイrtf~そ Ill し〉止。シ長打H1をザヴ彬ff\0) 1f:ijげjljJ.i'lよMS222て、経J!j'U）麻括討しなかり，ガーゼで、包んで

11(:,!:{i・おlj>J＇した o 1n:,uw1定ι：＇'ktしたllfl/日は 3～5分!iiiであったoi'.lJ 1J~t1111j ! I Iノド公使！日した，・：：；；／＼泌条内一行3.5～l45C)

i・ OJ支’験l土， 1982'!7 ! J l I iから 7lll:ilHニヲまたJ[ll，ドノk－：？｛史If)した1！－＼：ノ＇／＜.ゐi条n(8.5～8.9C）卜O）＇支！験は， iヲ8'.Jij

(j} I 2811～6 11301 I にそれそサL'-J~仰し，この 11\J;J<ilrlc変動を fi~；）］J[[Iえるため，削行中l'iの［111りには＇！；：；に新鮮仕水伝説 L人

i'--LI＿た。

災験!I 飽食後の消化迷股

fr~ 分：，；：のサウ稚魚合 lj えて飽食 3 せたハナカジノJ を叩つのサイズm に！メ分して iiソ）＼ $f'IO）木村＇！｛こ j以作し， 今川JI手

111111上に iなし〉し 2Ire づっ~·~り ti\ し i守内行i長：止を測定するとともに， JJ:11illftl1 (19:i9）が報伝した円！付日Ji料魚、の消化に

ffう形態的変化を鋭えI＇（：しどの詩＇iイヒ皮下J!i'もfjつん。この実験は， ，（;j水i泊三たれ（140～l:i.Wじをlヲ112"1二7JJ 2liiか

:i6 
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ら7だおれに， f広三ktl1i1条件（8.5～9.0"C）をlヲ83{!6 Ji I:l I iから 6tl23FIにそれぞれ実施した。

飽食後の符捕食災可決III

fhj十孟なプj説、で飽食に迷したハ 7カジカを明J)(!l:'J ふイ七ザバノ市~I粋でfl：切り，その1f1に砂利を数きつめた自1fl'J'村N(0.24rn2) 

に収容し，流ノ'kJ~ (201～：lOl/rnin）で観察した。実験はや11々 のサイズのハナカジカを］ )1己づっ＇；！.：’験飼n倒に収容し，

二つの¥'i';J立条J'f:(2HtUm2, 12t己／rn＇）で fr{jベfイズtY（、｜／均毘叉長： 45:lcm, 平均体TJ¥:: 0.72g）のりーヶこのrj1に，

ザウ常j友がf昨日ヲ lじになるように，総食分についてHH¥lを投入し， ・111誌の内部会Ir！：を ・j並立HJ;il一数した。なお，

は， 11HvJ,Hlf¥lを新}ft:した。このx！験は， l983ilの 6JJ28llから 7JJ18[iまてや低水漏条約（8.5～9.3℃）卜でのみfi 

った。

架1
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oλ品川マ

飽食時間

(A) 

100・-

サケ稚魚を削としてイ］ったハゾカジカ各例外；

の241時間総品n食｛［c'J体数に対するそ守ll.)Jijj似のJHl食

試）

O
一石」

111.11本数の上仁〉ヂ（Fig.I A）から，ノ吋カジカのサ

ケ稚魚料i食ノfターンfJ:，大きく つのタイプに
50 

分類11rrmとJなった。 会つは，サウ再Jfrl役入後 2

もう

J コのタイプは 2I時間以内に241時間総jjげを数の

時間以内にjjfl食を終了するタイプであり，

一一一一一γ一一一一一τ一一一一一寸一寸h一一一什／－ rfト－，－
1 2 3 6 7 1日 24

。。
60から 80%に与j汽するザケ者if：卒、をJlll1告し，その

後数時！日Hill食を伝う［十ーした後， fl｝附会するパタ←
（日）

ヅJ,fキH、？「：：JtiJd〕Htifな終ンをノj、－9lげであった。
工
の
よ
ト

o
o
z

了j［，＼［体数の経時的変化UFi日 lB lこノJ~ されるよ

うに 2ll寺！日j以内に全体の 88%に相、守する 22W•l体

が主主食会終fした。

:{i~il' (1968 a, b,c）によれば， }l{ft!ft！；ーなもと

-1一一一i十τー イF yーイト一一 τ
3 6 7 18 24 にした災験全する際は，変動の少仕い数｛11＇（安求

<Hours》Ti m日めることカT必、｝起であり，そのためには，ほlまう・i;

Fig. 1. Diurnal changes in l〕Iedation of chum salmon fry by 

the sculpin without food for about a week, (A) showing 

chan日E日 inaccumulative ratio (%) of feeding number of 

the fry in each lime to that after 24 hours, and (B) showin日

cha口広cin accumulative numb巳rof the satiated sculpin by 

the fry as a prey 

オ＼に烈！段状態にあるfl;!;j体を似！日lし，！ォ：mmmu討

がふえ’iこ速したときの数例（飽食t1t）をもって

;I、すのが妥、！？であると指摘している。従って，

5'/ 

本実験0)*,'{1,}:てi土ハゾカジカの飽食JHはりウ稚

f,!;1，投入後 211寺山jてJTll食した尽をもってJ<わすこ

とが適当であると三与えられる。
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主量食飽

l . i高水温条件

ハナカジカによるサケ秘魚飽食似体数（YN）とハナカジカのサイズ（X）の関係は Fig.2Aに示されるように，いずれ

のサウ 'fflf!,~サイズ鮮ともに直線的相関が認められ，以「に示すような関係式が得られた。

(rこ 0.968)サケ杯上京l小刻i作： yN = l.243X 6.994 

( r cc 0.87 4) サウ手ff!((,,ltl型,ffj'o:YNニ 0.848X 4.679 

(r= 0.'167) ・I）・ケfftf1京大1＼せ若干：むこO.SBX 5.807 

こで，名前》~~式の傾斜（a）と f立li'l' (b ） の！？号の有；段、経伝j~分散分析が、』こより検定すると，

5.93 ft民主ヰ (a) : F0cコ3.32<Fi削 05）二3.;)2くF旬。01)

も＇d百 （b): F。＝17. 51 < Fi110.011ニ 5.78 < l守1(0.凹）二 3.47

と々り，傾斜には差ーがないので－j-~Fj した傾斜を算出すると， a=O.988となる。さら K.，この傾斜を使って名菌線式

このfii'（を各ザケ稚魚サイズWI＇の平均！毛又長 （x）に対してプロットすると， nti者の！日1には，の位f白 （b）をjl日！算〔し，

b=l.589x 1.492 (r~c0.998 ） という関係式が得られた。以上の結当~~まとめることにより，飽食個体数（YN）と

ハ？カジカザイズ（X）およびそjケ総魚ザイズ （x）との郊には， YN 0.988X l.589X十1.492という関係が得られ，

このことより，ハチカジカの飽食似体数がハナカジカのザイズの大準化および、ザケ111魚ザイズの小型化により増大

曜接
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Fig. 2. I.¥.elationships between the satiation amounts in number (A) and in wet weight 

(B) of chum salmon fry, and size of the sculpin under the high water temperature 

of 13.5 14SC. Symbols indicate three size groups of the fry as a prey，豪語。 Small 

size (MFL=3.81 cm, MBWご 0.44g), 0 : Middle size (MFLニ 4.69,MBW = 0.75), 

関： Large size (MFL 5.72, MBWニ 1.36)

・Jj，飽食Tぢ誌についても，ハナカジカのザイズ（X）に対して［ii）様に前線的特i闘が認められ（Fig.2B），それぞ、

れのji'fMil式は，

( r二 0.962) :i. 261 。ふ569Xザケ,fiff.!1ノJ¥l¥!Jj作： Yw

（ア二0.899) 

(rニ 0.976) 

58 

サケ手fif.(1,qr J~J 君手： Yw 二 0.612X 3.544 

ザケ科lf:~r.大 if,IJ若手： Yw ご 0.(l76X 6. 958 
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となり，同様に傾斜，位援について検定結楽をがすーと，

第39号（1984)

傾斜： Fo二 3.17<Fい。閃）コ3.52<Ffo10011二 5.93

N：間： Foニ 2.91<FL(O.凹 1=3.47 < FL(0.011二 5.78

となった。このように，併UM.{i/:tl'J' とも三由席泉ェ~I日j に芹ゐのないことカ＇9'11 ら h, J汚したムtとして， Yw二0.69!5X 4.38l 

が得られる。このことから， ffcl食長一；誌はみ；研究でmいられた範［井！のサウ縦魚サイズに関係なしハブカジカのザイ

ズ（X）に影響されることがtyjらかとなった。

2 .低水温条イ牛

この実験に使用したサケ符魚fJ,

r'cJj水温条件の11111,run （平均隠又i三：

4.69cm，半均体長： 0.75g）に相、与す

るサイズlfl（平均尾文；長： 4.fi3cm, 

平均体損： 0.72 g）で，肥満度で

0.5°／凹！日！？灸k似るHIJ＼＼であった。｛氏

ノ・J¥rH条イ4ドのハチカジカの体長ザイ

ズ（X）と飽食個体数（YN）並びに飽食

議長（Yw）のIHJtごは，潟水温条nと/Fil

様に以卜に；I、すように直線的相関が

みられた（Fiε3）。

YNcc} 252X 9.50] 

(r cQ.960) 

8 

・0恕

芯判！ 4日l卜i ト f 
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Fig. 3. Relationships between the satiation amounts, in numb巴r

and in wet weight of chum salmon fry, and size of the sculpin 

under the low water temperature of 8.5 8.9'C. Broken lines 

indicate the relationships under the high wat巴Tt巴mperature

。f13S11.5℃ Yw二（） . 90 l x 6 . 838 

(reて（）.959) 

ここで， 1%7J<.湖条｛？と ff~ ；）＼ ilii＼条例でfぜられlょ実験式についてイ1 ：£~＇. 'l'Iの検定＊f'i架をみると，飽食｛／1;/{4；数では傾斜（Fo

4.[i3<F010.051三日 12くFi10011 10. fi6）には万：がないが，｛立i'i't(Fo=21.2>Fi10011二 10.56> F010師 I~ ~）. J 2）に廷のある

ことが明らかとなった。 ゐガ，飽食前長では｛lli奈川Foご亡 5.33 < F!(0.011二 10.56），住民（Fo 2. 90<F!10011=10. 56）と

もに霊長表なjf はみられなかった。飽食僚体数で雨水被条件の佼資に売がノi じたのは， ｛£~ノドildt条約一が肥満ムj主の高し） flt

f＼＼であったために，｛肉体数では抑制的に倒jし3たものと：与えられる。しかし，飽食：rfL；誌で、見るi製り，立：はみられず，こ

の桜［支の水詰，＼廷では，飽食以への影響がないものと惟然された。

飽食後の消化速度

！土J;)\/Jrhおよび低水漏て1~1'た各ザイズjrfーのハナカジカのサケ称f:~1. '1寺内残存最（%）はいずれの条件においても飽食

後！矧illの綬滋とともに， 1！主総長＇－J減少傾向がみられ（Fig.4），以トーに7J、すようにそれぞれ，多項式（polynomialregre岱 ion)

て、炎わ 3れた。

大引が（11'!1水品！，） Y←102.972 2.2804t 10.0130t210.0000213 (MR二 0.99;)) 

大別併（低水詰Al:Y二 100.405 l.1~） 181 十 0.008412 0.00003t' (MR二 0.995)

小型群（ifJj；）＼沿い Y二二 107.400 3.00441十0.02Jlt2(MR,=0.982) 

ノH¥'J.君手 (fL＼ノ'kiln¥): y二 95.373 l.4fil0lt 0.0034t' (Ml< 0.983) 

59 
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これらの多項式をもちいておf内j残存設が

50%および 100%消化されるまでに裂する時間l

そ111'.J.＇すると（’！＇ ablel），ハゾカジカによる

リーウ将ff(l，飽食後のYl'Hl：逝;f'r!f

ど，すみやかにllHJすることが持者さ3れた。

イズが小 3 いほど，ま t~，水制条仰がr~＇.＼し】ほ

なお，大f時下手ジ）ri'：，ホ主n＼象外では：だj様式をJIJし、

t：：場介，同i人j伐tfM(Y）が 0%にならないため，

100%消化先（U；、rnHについては近似Ir＇！にt11'.1'し

段陛：まだが、O)jJj()J予をたもってい

るが］｝（ブの寸＼I＼ないし令部がtuわれている。

さらに， 11111交にfl'’う形的変化を耳目川他(19;19)

カザI~？；した消化）立判定＋；~Il,t:

f&i>}y : ff1，が完全な以II＇；会とどめ

た。

j支ブちメ：：~でな状態にある。

(A) 

〉3
 

1
 

〈

Time a'fter 思atiatio日《問。urn》

Fig. 4. Changes of contents (%) left in stomach of the sculpin 

after satiating by the churn salmon fry as a prey 

Symbols indi仁atetwo size日roup日 ofthe sculpin under 

two different conditions of water temperatures，関 ・Small

size (7.8 10.7 cm), high temp. (14.0 15.(J°C), I : : Small size 

(7.0 9.0), low temp‘ （持，ti9.0），蓄量・ Large size (12.0 14.2), 

high tcmい (14.0 l5.0), O: Large size (13.0 Jtl.9), low temp 

(8.5 9 0). 
j段IWi: 1:f.:iil¥O＞内がまだl認められ，

'I、able I目 Digestiontimes of the chum salmon fry within the stom川七 of

sculptn, which ；ヘ•ere estimated using polynomial equations. 

Size of Seulpin Water temperature Time lo % digestion( hrs) 

(Body length in cm) （℃） '.JO% 100% 

Larg siχe 

12. 0~ 1•1. 2 

13. 0～ 11.日

Small siχe 

'/. 8～Hl. 7 

7.0～ D.O 

100 

195 

(C) 

28 

lO 

14. 0 ♂ 15. () 

8 5ーヲり

23 G5 

:l4 81 

11. 0～Ei. 0 

8 5～ 9. () 

S1m1ll srzc! 
I h l口htemp I 

Small srζe 
I low temp.I 

Large s i乙C

l.h1g h temp) 

l.drge si zο 
(low temp) 出！剛！！盟国i欄欄.一三三三二議鱗噛翻翻重二三

100 

Time after 詰atiation (Hour思）

Fig-. 5. Chanf(eぉ in日 dig巴stionof the chum salmon fry by the sculpin based on 6 

categories ：むtup by lIOTTA el al.(1959). (A）際繍.perfectly origin日lshape, (B) 

側関 part 01 all of skin mis'iing, （じ）蕊翻 partof flesh until re刊誌nizableon 

body, （川区；J: no flesh 問 mainigon body, (E）際機： skeletonfra日mcnteclinto 

many pieces, （町長二3・clearliquid only. 

60 

150 。
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体と副部が癒合している。

段階命体部に肉が伐っておらず，ただ’i'J・絡が完全にある。(D) 

(A) 

L
棚馴

1蹴
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段階：付栴が仰けて分解状燃にある。）
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Fig. (i. じhan耳E日innumber of th日chums日lmonfry con日urned

日tillby the satiated sculpin, under two different density of 

the fry, <12 fish/m' （八） and 21 fish/1112 (B），日nddifferent sizes 

of the scul1〕in.［二汀： 12.3・13.1 cm，仁二］ : J 1.4 l l.5 cm，麟繍：

9.7 JO. 5 cm，鵬搬： 7.78.9 cm 
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にぷづいて紛争史した。

¥'i 11~ サウ filf:(t0〕形態変イヒ過;JNは Fig.5 k: 

九条｛＇！：ごとに jJ日／た。 ＼＂ii勾ザケ書店f(lの11'11ヒ 3 

；ょ，伐{iむの君主化 jこ［ii］様に，ノ:Kilr!,h'fJ.＼~、は

またハ7カジカが大きいほど立てれる何！ど，

fir）にあり，引に，大河リin・・りよ，判決！同l'il5と

rj I心1115のりウ祁fなでれ｜の迭しゅ、認められ，

r[r心；＇＼15t:: fi!tiHする祢だけよ9 ・f'QIWi；量れるjtJ'i

Ir'リ!Jl，誌lめられた。 また， Viレ人j残干1:1；ーとのi立i

｛，＇｛；ではYlH'd1！がはば:JO%に透したil:'fの詩＇jfむ

段階はいずれも内郊の消化が'icγする D段

持

の市山県より，飽食に迷したハゾカジカの円

｜付討rn~~＂川

の後日i(j古15, ff;fff：什をr[r心とする’l'HK/'i刊のii'i

1/3で飽食：，！:Ci)50%近くがYl'i化会終fし，そ

イt;に2/30)[1、jlill 合 t'tやすーものと封j~c'<t,l た。

飽食後の蒋捕食

飽食後の］ljjifjJなid （例体数）の今週！日！の経時的変化合ハナカジカドせつのサイス併の弘、！／上~Jili'i をもとにノj、すと Fiヌ
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6 のようたが，!J,.lfJij~J· られる O し吋v；／＂しのザイズm とも f(t~

食役：1111 I；主では，足しい捕食似lr'rjにあるが 41111 

とり J)f), ＇＂【月＼~行弘以｜九 l11iJな：，＜：JよW1l111Mi1r'1J字社、し，

条イ＇／＇ GI）大川jJ'f でこのitJ'ifr'rjが ill~i 片であっ／：＇.。飽食｛［，＜，［休

'lil:I: lこ土すする － ~ljj日） 0） 思杭！iii食WH本数の＇iil]Ji (JIJJlll食

〉？っとハ7カジ 7J（わりイズ〈体jりとのIiりには， Fi只

7＇ニノぶされるように； j¥Jf;IJ.0）ノ＼ゾカジカほど11内Ii食〉がカ？

[1l1i'1守ff.！＇.条約とも，ハナカジカぴ）,:・:; ＋、 <Sjtfilr'rjJ長／ドし，

Body I ength (cm) 

Fi ！~· 7. Relationships betw日enthe ratio日ccumulativc

feed in符日montfor a week to satiation amonl of 

the churn salmon fry in number and body size of 

the sculpcln, umlεI two different densities of the 

fry, 42 fish/1112 （綴） and 21 fish/m2（ひ）
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サイズ0）人；ll;IJイlうにともなコて指数的減少傾向が，i!c！め

られ／ょ。そ jLらIHキ松山条flごとにHI数WI数式で表
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卵予化場

これらの関数式は然宇11rmの検定結采からi南条件ともお長選関係のあることが示された (1,1&密度条件： ln>110.0内高密

度条件： lo>l10.川）。そこで，これら：式の傾斜および位i己tについて，共分散分析による有意性の検定をおこなうと，

傾斜 F。l.15<Flゐol}=6,090

{1／世 : Foて二439<Fls10.011コ 8.28

となり，何tlftN:t泣ともイョt主だーはなく，

Y=lll 902X 18101 (r~ -0.710) 

U〕 ・t1rrした式として表わ3れた。このことは，このf'1！肢の依度差では

;J；している。

考

れ件、J(1980）は歌］JIJI11での野外司liJl.1のが，!1-1の、らハナカジカのザウ相ff.(1,J¥ll食には，ぞれらの成熟状態が影斡し，特

に， rtt11では， G況で 10%以上の成熟状態にある場合はりウ彬f（＼郎会l止が顕著に抑制されることを明らかにした。本

実験では，このようなハ7カジカの成熟状態による影手？を特に考慮しなかったが極力，放卵f国体を選び使用した。

なよi，実験終nを，名々の GS！を測定したところ， GS！は1.81～2‘99%の範［iflで，実験中tこ放卵したi；母体も認めら

れなかったことから，本実験へのt＆熟度の；形鮮は殆んどないものと見なされる。

使官I}:,:（品目食泣）を観察する場合変動の少ない A 定の数値を得ることが必要であり，そのためには，般大捕食出：

であるところの飽食l社会基湾、とするのが妥九と :Ji,3られる。ハナカジカによるサタ,fftf(i.飽食￥は重ilでみる限りサ

ウ有tf誌のザイズと関係なしハゾカジカのザイズと関係することが知られた。このことは飽食｛肉体数の結果からも

切らかなようにサケ絡m.サイズが大率化した湯合， fl母体数では主llfljilf削こ｛動くことを示唆するものである。本研究で

千りられた実験式（YN 0.988X…1. 589xト1.492）を使って，この関係を示すと，体長 9cm d〕ハゾカジカに対して

サケfjjf.(1，サイズが尽Y..:1ぇ4cmの場合，飽食住rl体数は4.0FL/l似体であるのに対し，昆叉長 5cmの将ff4＼では， 2.4

1邑I1 W•l休と約半数に抑制tl'i:IE るものと航空持される。 ll!Y/¥Mi¥ et al. (1972 b）は 0.4gと1.3g U〕大きさの異なる二1！干

のサケ稚魚に60Coと川Auで標識したどン安打ち込み河川｜放流して 700rn 1.：流のトラップて、持品目した結果，大型稚魚、

Jt手はヲ0%，ノト1¥'J.:f有では 60%のメi二残二千であり，死亡!JIUムiはJlfl会によるものと殺害きした。また対rll・文芥 (1982）は河

川でのザケ椛魚のノ｜：態学的観察結＊から， 4cmから 6cmサイズの稚魚は初会鱗の形成，肥満度の安定化，活発な

降海行動および淵から機1あるらはl"r'辺から／jy{.{,•l'illへのそiI円~~0[1Jj0）移動を示すとしており，これらのよ＼からもサイズ

0）大別イヒヵ＇ii1JJ11内での減料江II市ljにつながることが充分に予烈されるであろう。

また， リケ花fれを放流するがWJの河川永世，；＼の UllJJ変動は顕詫であり，実験に供したハナカジカが生息するし吹別Jll

においてもよのH!JWJiこは 6'C～8'CのiI H11変動を7）~している。このような水／Id，変動が飽食討にどのような影響ぞ与え

るかkいう；.＇，（ k：については， Yド：’jミ＇！験で、設定した水漏条1'Iからはry討議’な元安得ることができなかった0::fi波 (1984）は

泌戸ff(＼税マアジ TrachurusjαfHmicu1・ （体長 13cm）を使JIJした以fl,'Uヰlff(J変制を来たさないで段取iij能伝水温範

l!il ( 12～26℃）においては，飽食fit(J!j¥{}d,O）＿上昇とともに別加することをノj＇.；した。告 lfとして使lflしたりーケ稚魚のイ己

uうりのi¥iffun主UJ＇飽食量に対してかなりの割合を山めることから，＊詰j，変化』こともなう微小変動を抱隠するには，

不適"-1であったのかもしれない。しかし，海洋によとべ，水主主変動の激しい河川械に生怠する魚穏においては，この

Nill'のノ＇.／＜.副長（4.6～6.0℃）では殆んど影響を及ぼさない可能性もあり，今後より詳細な検討が必要である。
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Table 2. Full digestion time of foods in the stomach of various fishes. 

Species 

Hours for 100 
%。ffood to 

Source pass from 
stomach 

Ln 
t
 

nhu

、iノ
l

n

 

H

c

 

t

（
 

ー

23～ 26 HUNT (1960) ドloridagar (Lcpisοst叩 splaty' hincus) 12 27～32 

Bluegill (L叩οmismacγοchirus) 22 10～22 

No1tl同 rnpike IF:sox Lucias) 50 40 

Skipjack tuna (Katsu却 onuspela悦 is) 12 39－～50 

Swecllir〕（Pα？αpristipοmati ilineαtum) 30 11. 3 

l-'ilcfish (Stephanolcpis cirγhi/eγ〕 自～10 15. 9 

l{ainbow trout (SαIn削 gaiγdηeriiirid叩 s) 72 l'I. 5 

Soekeye salmon (Oncurhynchus neγka) 
37 g 

JG.6 (99%) 

Water 
temperature) 

（℃） 

18～23 S EABUHG & MOYLE( 1964) 

18～ 23 SEAおじllG& M OYI.E( 1964) 

23. 3～25. 7 l¥1ACNむSON (1969) 

21. 6～22. 6 1 Sf!IWATA (1968) 

22. 9～24. 3 [Sl!IWATA (1968) 

8. 7～11. 5 ISllIWATA (1968) 

9. 9 BRETT ＆日IGGS(1970) 

消化速度については，多くのft,1，滋でを話妻美されており，本実験で得たような1H1終的減少傾向（plynomialregression) 

は，マアジ Trachurusjaj!onicus，γ ブグ、 Fuguvet micularis戸oψhynus，ニジγスSalmogairdnerii i門＂drns （石

渡， 1968C）。およびカツオ Kaおuwonus戸elamis(MAGNUSON, 1969）等で示めされている結果と→致した。しか

し，ベニザゥ ο叫corhynchusn引先日（BIWI'Tand HIGGS, 1970）およびタラのふ種 Gadusmorhua (TYLim., 1970) 

においては，指数関数的減少（巴xponencial)傾向を示し，この傾向は消化防素の活性tと対応すると報告されている。

また，今ゑjに報告されている数極類の魚種の 100%消化時間を Table.2に示した。これらの結果は，実験魚体のサ

イズやノk溢条例によって廷が認められ，これらの点を考慮しても，ハチカジカの消化i創設は，他の魚種に比べ遅い

ことカ¥llfjらかとなった。また，告J;;J＜.溢での沼化速度の遅延は， BHE'I、Tand HIGGS (1970), TYLEE (1970）によっ

ても刀、さjしており，だ1Jぎj(I）消化活性における A般的Jttir''jと考えられる。

このような消化速度の遅延はJi¥i.い！院をもついj食tllfVJ物のがi食を低トさぜる傾向と関係のあることが知られ（BRE'l、T

and HIGGS, 1970），本3：’！＆貨においても，飽食後のf!Jilllt是認が消化過f'i! と極めてー致した変化合7r~ した。すなわ句，

消化速度のil!IいノH:1U伴ほど附食が出発であり，低＊詰itでも， ~j/立11::1;1rn'rnn食抗は飽食i誌の 2 ～ H庁長となった。

；仏大1¥'Ullでは，飽食t,l:と！司私1)1]'0)htしかJi日食山オそなかった。このように，絶食後の飽食設においては復イなにある

大／l~IJji'f'ιが連続的Jm食においては消化速度の遅延にffないゆっくりとした捕食を示すことになり，自II となるサケ稚魚、

との終角邸時！日j，すJなわち， Mill!.改流後のサケ有if.(¥0）詳lfWilM'f1IJが長期間』こl（る場会には，ノトY何百のハゾカジカによる

影？？を考長t'9必安のあるごとがJ以後されよう。

よとlll• 1毛沢 (1960）は lOcmJ:Jt・のハナカジカ 5frf＇.を lfri積 0.5m＇の水摘に一度に収終し，その＇ fJに20011".CI〕サケ椴

魚（全長 4.0～4.5cm）そ投入し， /Hi食状況を紘！祭した京市＊，ハナカジカ ・ /t'.,'1¥り14f（（の%・：1:史（28尽／m＇）において

はサケ 111 魚は食’＇l： を叉’りないと幸~＇；＇；している。しかし，本'if：’験の 1i1 ＼＇？，＇皮（ 21)毛／m＇）併は、これより明らかに， 1i~ い

僚皮でありながら併i1去をねなうという結束が何＝られており，ハブカジカがtm食を停！とする＇＆：Jc主はヲ IE「II他の指摘し

た限界密度よりさらに低い吋能性が切らかとなった。次報てもは，今［口If＇｝た数 Ilk関係をもとに，春期のハナカジカの

｛肉体群構造とサウ有ffたの降下生態安Lijjらかにしたとで，ハブカジカのあ〈流ザケ穆魚にxJする長大捕食没の推定を試

Jメる予〉七である。
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要 約

ハナカジカ Cottusnozawaeによるサケ稚魚の捕食に関する知見を得る i'f(lせで，飽食むをぷ準に積々の実験をわな

った。

l . 弘司i:JJ絡会状態 iごしたハ 7 カジカはf!Wt物として充分ーミ；：のザケfilf:(l を投入後 2 時間j;）、 I~tこ総会状態ぶ巡する傾

1t司を＇lミした。

2 ハゾカジカロ）飽食京：filは，ーリケ枚fなの大ノトにI幻わりなしハナカジカU〕サイズとのrmにjl＇（線的社 If支jがt認められ

た。 ・h，飽食倒併記数は，稚魚、リイズの大型化に伴ない減少傾向を示した。また，ノK／，＇；／，による飽食尽の影響は本

実験で、の水iJHf （ ~.6～6.0℃）では認められ令かった。

3.飽食後のハゾカジカの＇ r'i'I付残｛j.;iji：はll}ffl1Jの経過とともにrll1線的減少傾向を示し，各サイズtllおよび水花，＇，条 fl:ご

とに多項式をr.i:wした。また，これら実験式をもとに 50%および 100%消化完了HSlilJな推定した。

4 fli~食後0）湾総会i~lーを：つのリケ将if¥c¥'h＇茂（42, 211ζ／m') ト‘で A 週間紛↓祭した紋栄， L寸s才しの各れにおいても，

ノ、ブカジカは 3fl I iまで不活発な主主食を力、し 4I；日以降iこ活発となった。また，飽食尽に対する 巡fV,J業；績主n食
誌の割合からノj\1＼~jf'( ほど同捕食が活発であることが矢II ら i Lf；：。
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