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人工ふ化放流河川におけるサケ野生魚の割合推定

森田健太郎，*高橋 悟，大熊一正，永沢 亨

(2012年 6月26日受付， 2012年 12月5日受理)

制水産総合研究センター北海道区水産研究所

Estimation of the proportion of wild chum salmon Oncorhynchus keta in Japanese hatchery rivers 

KENTARO MORITA，* SATORU TAKAHASHI， KAZUMASA OHKUMA AND TORU NAGASAWA 

Hokkaido 10αtional Fish俳句sReseαγch Institute， Fisheγ'Ies Reseαγch Age況の， 5α金金oγ0，Hokkαido 062-0922， 

Jaj骨an

It is widely assumed that almost all chum salmon Oncorhynchus keta in J apan originate in hatcheries， but there 

are no studies that actually show the contribution of naturally-spawned fish (wild五sh)to total production. In this 

study， we estimated the contribution of wild chum to the total chum salmon catch in riv巴rswhere chum salmon 

hatcheries are located and hatchery-reared chum salmon are released. The catch of wild and hatchery chum 

salmon was estimat巴dat weirs located on eight rivers in Hokkaido， northern Japan， by identifying the ratio of 

otolith thermal-marked hatchery fish and unmarked wild fish. In total， the contribution of wild fish to the total 

catch in these rivers was estimat巴dto be 28.3土1.2%(15.9土0.6%for rivers where the percentage of marked fry 

released was 100%)， but the value varied considerably among rivers and years (range: 0 to 50%). This study 

showed that the contribution of wild chum salmon is not negligible; rather， it is large enough to constitute 五shery
production. 

キーワード:自然再生産，シロザケ，天然魚，鮮化場魚，野生魚

20世紀の後半にかけて日本のサケ Oncorhynchusketa 

の沿岸漁獲量は大幅に増加した。海洋環境の好転や，沖

合漁業の終了の影響も指摘されるものの，基本的には人

工ふ化放流事業の成果と考えられている。1-5)しかし近

年，ふ化放流の技術が著しく進歩したのとあいまって，

生物多様性の保全に対する機運がたかまり，ふ化放流が

生物多様性に与える影響について，幾つかの間題点も指

摘されてきた。5-8)平成 22年に策定された生物多様性国

家戦略2010においても，さけ・ます増殖事業を推進す

る上で，遺伝的多様性や系群への影響に配慮すること，

生物として持つ種の特性と多様性を維持することに配慮

し，野生魚との共存可能な放流技術の高度化を図ること

が明記されており，さけ・ます類の資源管理は生態系の

保全も考慮していかなければ成立しえない社会的状況に

ある。9)

近年では，サケの野生魚に対する意識がたかまり，河

川の水質が向上したこともあり 4.10)北海道の広範囲で

自然産卵するサケが確認されている。11-22)例えば，札幌

市内を流れる豊平川では，毎年産卵床の計数が行われ，

例年 500~1 ， 000 個(最大 3 ，221 個)のサケ産卵床が確

認されている。17)白老町を流れるウヨロ川では，延長

3km の調査区間において 1，459~2，731個の高い密度で

サケ産卵床が確認されている。22)このように自然産卵す

るサケが北海道の各地で見られるようになったが，これ

らは放流されたサケが偶発的に自然産卵しているという

指摘もあり，自然産卵したサケから生まれた稚魚が，ど

の程度親魚となって回帰して野生魚となっているのかは

不明な部分が多い(以下，自然産卵によって生まれた個

体を野生魚と呼ぶ幻))。

サクラマス Oncorhynchusmasouでは標識放流によっ

て，野生魚が北海道の治岸漁業全体に占める割合は 74
~86% と推定されている。 24) また，北海道の千歳川の

ウライ(上りゃな)で捕獲されたサクラマスには一定の

放流魚が含まれていたのに対し (2007年 87%，2008年

7%)，ウライ上流域で自然産卵するサクラマスは全て

野生魚であったと報告されている。25)カラフトマス
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ふ化放流河川におけるサケ野生魚

Oncorhynchus gorbuschaでは数理モデルによる概算であ

るが，野生魚が沿岸漁業全体に占める割合は，近年では

80%程度と推定されている。26)その一方で，もっとも

沿岸漁獲量が多いサケについては，ほとんどが放流魚と

仮定されているものの， 1-3，5)これまで野生魚の寄与率に

関する定量的な調査はほとんど行われてこなかった。4)

日本のサケでは 1998年に耳石温度標識による大量標

識技術が導入され，近年では放流数の約 7%にあたる

1.3億尾に河川特有の標識を施し，北海道の 10河川の

ふ化場から放流されている。27羽)サケの稚魚は，春に河

川|から海に下った後，ベーリング海を主たる索餌海域と

して北太平洋を大きく回遊し，放流された川に 2~7 年

後の秋に戻ってくるという生活史を持つ。30)そのため，

放流河川における 2~7 年後の標識個体の割合を調べる

ことにより，野生魚の割合を明らかにすることができ

る。本研究では，放流河川において耳石温度標識魚の割

合を調べることにより，人工ふ化放流河川におけるサケ

親魚総捕獲数に占める野生魚の割合を推定することを目

的とした。また， 1河川においては降下稚魚の標識割合

を調べることにより，降下稚魚に占める野生魚の割合を

推定することも目的とした。

試料および方法

調査河川 耳石温度標識を施したサケ稚魚の放流は，

北海道区水産研究所(以下，北水研)のふ化場が付設さ

れている 10河川において大規模に実施されている

が 29)本研究では以下の基準を満たした 8河川の特定の

年級群を分析対象とした (Fig.1， Table 1)。①同一水
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系内に複数のふ化場があるとき，標識確認のための親魚

採集が特定のふ化場がある支流に偏って実施されていな

い，①該当する年級群の主群となる 4年魚と 5年魚が

回帰する年に調査が実施されている，①民間ふ化場が付

設されている河川では，北水研から放流される標識魚に

対して，民聞から放流される無標識魚の平均体重の比が

土20%以内である。 3つ日の基準は，同じ年に同じ河

川から放流された稚魚ついては，無標識の放流魚と標識

された放流魚で，生残率が等しいという仮定を保持する

ために設けた。サケの回帰率は放流時の体サイズに依存
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Fig. 1 Location of riv巴rs where the proportion of 

naturally-spawned and hatchery-reared chum salmon 

were studied in Hokkaido， Japan. 

Table 1 Summary statistics of otolith thermal-marked chum fry and fry releases， and marked adult chum returning to eight 

Hokkaido rivers where chum hatcheries ar巴 locatedand hatchery-r巴ar巴dchum salmon are released 

Rnaunmgtu of annual pmerracerelkeneatad segfd ery of Syaaemdaur pllftios nr g 

Distance Distance 
Brood Saomf apdle ulstis ze mPearrckeend taagde ulotf s from thefrom the Elver River years rele巴arsoEf d fry reas river mouth mouth to 

(thousands) to weir hatchery 

Chitose 99.196898，5617 ，3 85.2% 79km 90km 2001-2006 27，097-31，718 (95.8":::iôó~0イ) 2004-2011 (1，088':.1:356) (71.0-92.7%) 

Tokushibetsu 2004-2006 11，278-11，713 100% 2006-2011 (7756，3-7l8 ，026) 
85.3% 0.6km 1km (84.7-86.1%) 

Ichani 2004-2006 7，302-8，076 100% 2006-2011 (7454，4-4l0 ，176) 
82.7% 0.2km 3km (67.3-89.4%) 

Teshio 2005-2006 16，626-16，664 31.3% 2008-2011 (3924，1-358 93) 
29.0% 5km 140km 

(31.2-31.3%) (26.0-31.1%) 

Shari 2002-2006 28，906-32，550 37.8% 2006-2011 (9763，0-8l8 ，084) 
23.9% 1km 20km 

(36.8-38.7%) (18.8-28.1%) 

Nishibetsu 2004 41，490 60.6% 2007-2011 (9540，9-8l4 ，056) 49.1% 13km 102km 

Shizunai 2001-2005 8，747-9，300 71.7% 2003-2011 (6974，1-084 77) 
71.1% 8km 13km 

(68.8-75.1%) 
(65.0-79.2%) 

Yurappu 2004-2005 16，129-19，397 43.0% 2006-2011 (8959-，8I2，07 25) 
46.2% 7km 17km 

(41.5-44.7%) (45.0-48.5%) 

Range among years given in parentheses. 
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するため， 2，3)標識魚の方が無標識魚よりも極端に放流サ

イズが大きい場合，標識魚の方が生存率が高くなり，回

帰親魚の標識割合が過大評価されると考えられる。実

際，仮に①の基準を設けずに後述する計算方法で野生魚

の割合を推定した場合，推定された野生魚の割合と放流

稚魚の平均体重の比(=無標識魚/標識魚)には正の相

闘が認められたが (r=0.457，ρ=0，033)，放流稚魚の平

均体重の比を土20%以内に限ると相関はなくなった (r

= 0.096，ρ=0.733)。なお，分析に用いたデータについ

ては，標識魚と無標識魚で稚魚の平均体重及び平均放流

日はほぼ同一であった(標識魚:1.68 i: 0.51 g， 4月24

日i:20日，無標識魚1.63i: 0.40 g， 4月 18日i:25日;

paired t-t巴st，平均体重差:0，05 i: 0，24 g，ρ=0.46，平

均放流日差:6.3日i:14.5日， ρ=0，11)。

河川捕獲数に占める野生魚の割合推定 各調査河川に

おいて，ウライ(上りゃな)が設置されている期間(概

ね 9~11 月，最長 8~12 月)，旬ごとに約 100尾(雌雄

約 50尾ずつ)の親魚が標本抽出され，鱗による年齢査

定および耳石温度標識の確認28)が行われた (Table1)。

また，各調査河川において，旬ごとのウライ捕獲数の合

計が報告された。

ここで， t年の旬jに抽出した標本数を Nj， tとし，抽

出標本の年齢査定および耳石標識確認の結果，t年の旬

jに捕獲された親魚で年齢t歳の標識魚の個体数を

nH，i，j，tとする。また， t年の旬jに捕獲された親魚で年

齢i歳の標識魚であるものの割合をρH，i，j，tとすると，

その推定値はお，i，j，t=町 ，i，j，tll¥わで得られる。 t年の旬

jにおけるウライ捕獲数を Cj，tとすると，t年級群の標

識魚の総河川捕獲数 eH.tは， 2~7 年後に回帰した標識
魚を足し合わせたものであるので，

late Dec 

CH， t= L TH，2，μ+2・Cj，1+2
j=early Aug 

lat怯eDec 
2エ: TH，3，μ+叶3.Cj，1+ 

j=early Aug 
late Dec 

+…+ L TH，7，μ+7・Cj，t+7
j=early Aug 

7 late Dec 
=エ エh哩， 1，}小μ}，μ，t凶キi.C 

i=2 j=ear1y Aug 

で推定される。同様にして，t年級群の無標識魚、の総河

川捕獲数ew.tも推定することができる。

放流魚の全数が標識されている場合は，野生魚の割合

Fwはew.tI (ew. t + eH， t)で求められる。 t年級群の放

流魚の標識率がめである場合は，無標識魚と標識魚で

生残率が等しいと仮定すると，野生魚の総河川捕獲数は

ew，t-eH，t(l-qt) /qtで表され，Fw= 1-eH， t!q(ew，t+ 
eH，t)で求めることができる。ただし Fwの最小値は

Oとした。また，放流魚の全数が標識されている 3河川

(千歳川:2001， 2003~2006 年級，徳志別川: 2004~ 

2006年級，伊茶仁川I: 2004~2006 年級)については，

捕獲旬別の野生魚の割合も推定した。

降下稚魚に占める野生魚の割合推定千歳川におい

て，春季にウライの設置場所にロータリ一式スクリュー

トラップ (E.G. Solution社製， Oregon， USA)が設置

され，サケ降下稚魚の採集が行われた。調査は 2007年

(2006年級)以降に行われ， 2007 年は 4 月中旬~5 月

上旬と採集期聞が短かったが，その後は延長され，

2011 年 (2010 年級)は 3 月中旬~6 月下旬まで行われ

た。スクリュートラップの稼働時間は 24時間連続を基

本とし，調査は各年 30~33 日間行われた(ただし，

2007年は 8日間)。採集された稚魚、は全重量が計量され，

1尾当たりの体重から採集尾数が求められた。また，各

採集日ごとに最大 50~100 尾について耳石温度標識の

確認が行われた。ここで，採集日 hに抽出した標本数を

Nkとし，抽出標本に占める標識魚の個体数を nH.kとす

ると，採集日 hにおけるサケ稚魚の標識魚であるものの

割合TH，kはnH，k/Nkで得られる。採集日 hにおける採

集尾数を Ckとすると，各調査年における野生稚魚の割

合Fwは，

A ゐPH，k・Ck
PU7=l一一一一一一一一
，，~ LkCk 

で推定される。なお，放流魚の全数が標識されていない

2007年級群は分析から除いた。

推定精度の評価 本研究では，河川別年別捕獲旬別の

標本に占める年級別標識魚の割合から，全体の野生魚の

割合を推定した。得られた推定値の信頼区聞を求めるた

め，河川別年別捕獲旬別の標本数と年級別標識魚の推定

比率を用いて二項乱数を発生させることによって，

10，000回の無作為復元抽出によるブートストラップサ

ンプルを生成し，前節の推定式に基づいて野生魚の割合

を推定した。 10，000個の推定値の標準偏差及び，偏り

を補正したパーセンタイル法 (bootstrapbias-corrected 

percentile confidence limits)を用いて 95%信頼区聞を

求めた。31)

結果

ウライで捕獲されたサケに占める野生魚の割合は，調

査対象とした河川や年級によって大きく変動し， 0~50 

%の範囲と推定された (Fig.2)。調査対象となる年級

群数が最も多い千歳川では，野生魚、の捕獲数は 4，700尾

から 32，000尾の範囲で変動した。斜里川では，野生魚

の捕獲数および割合ともに最も多く，年級平均で

194，000尾 (38%) と推定された。一方，遊楽部川は野

生魚の捕獲数が最も少なく，対象とした 2年級群とも

に0尾 (0%) と推定された。調査対象とした全河川の

野生魚と放流魚の捕獲数の推定値を総計して計算する

と，野生魚の割合は 28，3i: 1.2% (95%信頼区間:25.9 
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Fig. 2 Total numb巴rof chum caught and the estimated contribution of naturally-spawned (wild) fish at weirs located on eight 
rivers where chum salmon hatchery fish ar巴released.The proportion of wild fish is given in parentheses. n.a.， not旦pplicablefor 

the analysis because no marked fish were released or the ratio of average w巴ight(unmarked fry/marked fry) exceeded 20% in 

that brood year. Error bars indicate 95% confidence intervals 

~30.5%) と推定され，放流魚の全数が標識されている

3河川のデータに限定して計算すると，野生魚の割合は

15.9:t 0.6% (95%信頼区間:14.4~ 16.5%) と推定さ

れた。

ウライで捕獲される野生魚の割合は，季節的にも変化

する傾向が見られた (Fig.3)。千歳川では，捕獲時期

と野生魚の割合には有意な相闘が認められ (rs= 0.832， 

ρ< 0.001) ，後期ほど野生魚の割合が高くなった。特

に，千歳川において 12月に捕獲されたサケは，野生魚、

の割合が 77%と非常に高かった。徳志別川では，捕獲

時期の前半に野生魚の割合が高い傾向にあったが，捕獲

時期との聞には有意な相関は認められなかった(rs= 

0.467，ρ= 0.174)。伊茶仁川では，捕獲時期の初期と

後半で野生魚の割合が高い傾向にあり， 9月以降は捕獲
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時期と野生魚の割合に有意な相関が認められた(九=

0.733，ρ= 0.025)。

千歳川に設置されたロータリ一式スクリュートラップ

で捕獲されたサケ稚魚に占める野生魚の割合は， 2.9% 

から 10.3%の範囲で年変動した (Fig.4) 0 2006年級群

のサケ稚魚に占める野生魚の割合は 9.0%(95%信頼区

間:7.5~10.7%) と推定され， 2008~2011 年にウライ

で捕獲された 2006年級群の親魚に占める野生魚の割合

(11%， 95%信頼区間:9.6~ 12.6%) と近い値であっ

た。

考察

これまで，サケ資源はほとんどが放流魚によって維持

されていると考えられてきたが 1-5)本研究によって野

生魚も十分に資源に貢献していることが明らかとなっ

た。本研究で調査対象とした河川は，ウライによって自

然産卵が制限されている河川であったが，北海道におい

てサケが遡上する約 200河川のうち，ウライ等による

河川捕獲が実施されていない約 100河川においても，

サケの自然産卵が確認されている。19，20)このようなウラ

イが設置されていない河川では，野生魚の貢献する割合

は，本研究で推定された数値よりも高くなる可能性が高

い。実際，札幌市内を流れる豊平川は，稚魚放流は行わ

れているがウライによる親魚捕獲は行われておらず，遡

上親魚の約 70%が野生魚であることが確認されている

(札幌市豊平川さけ科学館:http://www.sapporo-park. 

or.jp/sake/，2012年 5月 26日)。また，知床半島の基

部を流れる植別川においても，同じくウライが設置され

ておらず，遡上親魚の約 70%が野生魚であると報告さ

れている。32)これまでは，野生サケは存在しないと仮定

して回帰率や放流効果の算定が行われてきたが， 1-5)今

後は野生魚を加味して真の回帰率や放流効果を評価する

必要があるだろう。野生魚割合は河川や年級で大きく異

なるため，これまで推定されてきた回帰率では，真の回

帰率の地域変異や年変異を正しく評価できない可能性が

ある。

野生魚割合の変動要因 サケは母川回帰すると仮定す

ると，本研究で確認された野生魚は，ウライの上流域で

自然産卵したものに由来すると考えられる。ウライの捕

獲率は不明で、あるが，増水時等にウライを乗り越えたと

思われるサケの自然産卵が確認されている他， 11，14，15，22) 

カラフトマスでは相当数がウライ上流で自然産卵してい

ると報告されている。33-35)ただし，河川や年によって流

量の変動パターンは異なるため，ウライ上流への遡上数

は河川や年によって大きく異なると考えられる。

千歳川のウライ上流に位置する小支流の内別川では，

繁殖後のサケ死骸数が 10年間記録されている。14，15)秋

季のサケ死骸数は千歳川の最高水位と相関することか

ら，増水時にウライを乗り越えて上流に上がった親魚の

一部が内別JIIで自然産卵したと考えられている。14，15)そ

こで，内別川で確認されたサケ死骸数を千歳川全体にお

ける自然、産卵親魚数の指標とすると，本研究によって推

定された年級群毎の千歳川の野生魚数との聞に有意な相

関が認められた (Fig.5)。つまり，千歳川においては，

ウライを乗り越えたサケが多かった年級ほど，自然産卵

によって生まれた野生魚が多く回帰するという再生産関

係が認められた。カラフトマスでは，河川流量の年変動

パターンと個体群増加率に相闘が認められており， 36)水



においても，一定数の未標識魚が確認されており，特に

2006年級群は回帰親魚に占める野生魚の割合 (11%)

と同程度の野生稚魚 (9%)が確認された。稚魚期以降

の生存率は野生魚の方が高いという一般的な傾向を考慮

するとメ1-43)本研究において野生魚と推定された多くの

個体は，同一河川で自然産卵によって生まれた野生魚と

考えるべきであろう。

また本研究では，同じ年に同じ河川から放流された，

北水研のふ化場で生産された標識魚ι民聞のふ化場で

生産された無標識魚で，生残率が等しいという仮定を設

けた。もし，ふ化放流魚のうち無標識魚の生残率が高け

れば，野生魚割合の過大推定をもたらし，逆に，標識魚

の方の生残率が高ければ，野生魚割合の過少推定をもた

らす。本研究では，稚魚の生残に影響すると考えられる

放流サイズが両者で 20%以上異なる場合は分析から除

いたが，放流サイズ以外にも放流魚の生残に影響を及ぼ

す要因があるかもしれない。しかし，サケの回帰率は年

級群間で大きく変動するものの，地理的に近接する地域

では同調しており，同じ年に降海した同じ地域のサケ稚

魚は同様の死亡率に支配されている可能性が高い。44)ま

た，耳石温度標識は，稚魚の生残に影響しないことが確

認されており， 27，45)野生魚割合の推定値に大きな偏りが

あるとは考えられなかった。しかしながら，上述の仮定

については，今後さらに精査する必要がある。

一方，耳石温度標識は一般的な外部標識とは異なり，

人為的な水温操作によって耳石の成長を変えることで耳

石にマークを付けるため，自然の水温変動によっても温

度標識に類似したノイズが生じることがあり，耳石温度

標識の判別精度は 100%ではない。45，46)北米のふ化場で

耳石温度標識の誤認率を調べた例では，標識魚を無標識

魚と判別する確率は平均2%であるのに対し，無標識

魚を標識魚と判別する確率は平均 6%と報告されてい

る。45)本研究においても耳石温度標識の誤認はあると考

えられるが，誤認は双方向にあり，本研究における標識

魚の割合は平均 24~85% と中庸であるため (Table

1)，推定値に大きな偏りは生じないと考えられるが，

この点についても今後精査する必要がある。

遊楽部川はサケの自然産卵が比較的多く観察されてい

るが， 11，12)本研究では 2年級群ともに野生魚の割合は

0%と推定され，自然産卵から生まれた野生魚はほとん

ど資源に寄与しないと推定された。しかし，遊楽部川の

大規模なサケの産卵場は，ウライの下流域で観察される

ことから(鈴木俊哉氏，農林水産省農林水産技術会議

事務局，私信)，自然産卵によって生まれた野生魚はウ

ライに到達する前に下流域で産卵している可能性があ

る。従って，遊楽部川においても野生魚は存在している

可能性がある。

また，推定値の精度面については，河川毎の推定では
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位が高い年ほど，ウライを乗り越える個体が増えるた

め，自然産卵量は増加する可能性があるo ただし，水位

の上昇に伴うウライ上流への親魚の逃避は，ふ化放流に

用いる親魚確保に深刻な影響をもたらす場合もある。

また，ウライはサケの遡上盛期を中心に設置されるた

め，設置期間外の遡上初期及び晩期はウライの上流域で

の自然産卵量が増える可能性がある。本研究において，

野生魚の割合が遡上の初期と晩期で高かった原因とし

て，サケの遡上時期は遺伝性があることが知られている

ことから 37，38)遡上初期及び晩期にウライ上流域で自然

産卵するサケが多かったことが理由と考えられるだろ

う。特に，千歳川においては，厳冬期の 1月頃に自然

産卵するサケが多いことが知られており， 14，15)これが 12

月にウライで捕獲されたサケに占める野生魚の高い割合

につながったと考えられる。

推定値の偏りと精度について 本研究ではサケの母川

回帰性が確実であると仮定して野生魚の割合を推定し

た。しかし，サケは母川とは異なる河川に遡上(迷入)

することも知られている。39)北海道の常白川で行われた

標識放流では， 2.2%の個体が放流河川とは異なる河川

で捕獲されている。40)迷入魚は未標識魚である場合が多

いので，野生魚の割合の過大推定をもたらす可能性があ

る。しかしながら，放流河川とは異なる河川においても

標識魚が確認されているが，その割合は 0.1%程度であ

り， 29)放流魚、のおよそ 7%(北海道に限定すると 13%)

に耳石温度標識が施されていることを考えると，迷入魚

の存在が野生魚割合の著しい過大評価をもたらしている

とは考え難い。さらに，千歳川における降下稚魚の調査

10 20 

Spawning stock biomass index 

Fig.5 Relationship between spawning stock biomass in-

dex and estimated catch of returning wild fish 

produced in each year-class in the Chitose Riv巴r.The 

spawning stock biomass index is the number of fall 

salmon carcasses in the Naibetsu River， a small tribu-

tary of the Chitose River， obtained from Ito and 

Nakajima.15) Error bars indicate 95% confidence inter-

vals. 

。
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河川内分散を考慮しておらず，調査河川全体の推定では

全標本をプールして推定したため河川内及び河川聞のサ

ンプリング誤差が無視されている。このため，河川毎及

び河川全体で野生魚の割合の推定誤差は相当程度過小評

価されていると考えられる。さらに，耳石温度標識魚を

含む放流数の誤差も無視されており，推定誤差が過少評

価される一因と考えられる。これらの点については今後

の課題としたい。

これからのサケ資源管理について 現在，我が国にお

けるサケ資源管理は人工ふ化放流事業が中心となってお

り， 1980年代以降，北海道におけるサケのふ化放流数

は毎年約 10億尾と安定している。一方，人工ふ化放流

事業のための河川捕獲数は 160 万~500 万尾と大きく年

変動しており，ふ化放流に用いない余剰な親魚は採卵後

の親魚とともに売却され増殖経費に補填されている。余

剰親魚を再放流し，ウライの上流域に存在する自然産卵

場を十分に活用すれば，比較的労力をかけずに資源増殖

を図ることができるかもしれない。

本来，増殖の手法は種苗放流だけではなく，漁獲制限

や産卵場の造成，生息環境の保全や改善なども含まれ

る。23，47)例えば，北米ではさけ・ます類の増殖手法のー

っとして，人工産卵場造成による自然産卵の助長が古く

から取組まれており 48)近年では日本でも渓流性サケ科

魚類に適用されている。23)このような種苗放流以外の増

殖手法について，再認識する必要があるだろう。

日本では，近年の水産施策においても環境・生態系と

調和した増殖が推進されている社会的状況に加え，平成

24年 3月に閣議決定された新たな水産基本計画の中

で，種苗放流の効果を高めるため，成長した放流種苗を

全て漁獲するのではなく，親魚を取り残し，その親魚が

卵を産むことにより再生産を確保する「資源造成型栽培

漁業」の取り組みが推進されている。このような中，一

定数の親魚を取り残すという，自然産卵を組み入れたサ

ケの資源管理方法は，水産資源増殖と生物多様性保全の

双方に利する管理となりうる。放流魚だけではなく一定

数の野生魚も確保することで資源構造が多様になれば，

ポートフォリオ効果が期待され，リスク分散や資源の安

定性にも繋がると考えられるだろう。49，50)今後は，人工

ふ化放流に加えて，自然再生産もバランス良く併用する

ことで，サケ資源の増殖と保全に取り組むことが肝要で

あると考える。
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動きのある物標による視覚刺激がマタ。イの摂餌行動に与える誘

発効果

丘明城(済州大)，石崎宗周(鹿大水)， 

金碩鍾(済州大)，不破茂(鹿大水)

マダイの摂餌行動を Fernoの方法で評価し， 3物標(錘，疑

似餌，スルメイカの短冊)が動いている場合(動餌)と止まっ

ている場合(静餌)の摂餌行動の誘発効果を確認した。動餌と

静餌の場合共に誘発効果は確認できたが，動餌では静餌より有

意に効果的であった。 8秒周期で運動している 3物標の誘発効

果と静餌の効果には，それぞれ有意差があり，動餌と静餌の効

果の差には物標間で有意差がなかった。また，摂餌行動の誘発

への着色の効果が示唆された。

日水誌， 79 (2)， 158-165 (2013) 

網走湖におけるシラウオ卵の分布特性

隼野寛史(道さけます内水試)，田村亮一(道栽水試)， 

小出展久(道さけます内水試)， 

成 基百(大韓民国国立水産科学院内水面養殖研究セ)， 

工藤秀明，帰山雅秀(北大院水)

網走湖においてシラウオ卵の分布を調べるため，湖岸の 11

か所に調査ラインを設定した。各調査ラインで水深別に底質を

採取し，シラウオ卵の密度と底質の粒度組成を分析した。シラ

ウオ卵は砂礁の底質上に分布し，卵分布密度は細粒砂よりも大

きな粒径で高くなる傾向が見られた。しかし，底質が中粒砂で

あっても卵が分布しない調査定点も存在した。このことは底質

以外にも，水温や湖水位などがシラウオ卵の分布に影響を及ぼ

している可能性を示唆している。シルト・粘土が優占する底質

にはシラウオ卵の分布は認められなかった。

日水誌， 79(2)，166-174 (2013) 

カットスロートトラウト Oncorhynchusclarkiにおける 2型

ビテロジェ二ン転写産物および蛋白質の卵発達に伴う発現変化

蓮平裕次，水田紘子，羅愛妹，盛田祐加(北大院水)， 

津口小有美(水研セ北水研)，松原孝博(愛媛大南水研)， 

平松尚志，東藤孝，原彰彦(北大院水)

カットスロートトラウトの肝臓から 2種のビテロジェニン

(Vtg) cDNA (vtgAsおよび vtgC)をクローニングした。肝臓

におけるこれら 2型世tg発現量を測定したところ，両 vtg発現

は共に生殖腺体指数 (GSI) と強い正の相関が見られた。同様

に2型Vtg蛋白質の血中量を測定した結果，両 Vtg量は GSI

と正の相関を示したものの， GSIが2を超えた個体で血中量

が一定の高値に維持される傾向が確認された。本研究により 2

型vtg/Vtgの卵成長に伴う発現動態がサケ科魚類で初めて同一

種において明らかとなった。

日水誌， 79 (2)， 175-189 (2013) 

アサリの非対称殻模様出現頻度における地域差

張成年，山本敏博，渡辺一俊(水研セ増養殖研)， 

藤浪祐一郎(水研セ東北水研)，兼松正衛(水研セ瀬水研)， 

長谷川夏樹(水研セ北水研)，岡村寛(水研セ中央水研)， 

水田浩治(長崎県)，宮脇大(愛知水試)， 

秦安史，楼井泉(道中央水試)， 

生嶋登(熊本水研セ)，北田修一(海洋大)， 

谷本尚史(京都海洋セ)，羽生和弘(三重水研)， 

小林豊，鳥羽光晴(千葉水総研セ)

アサリ殻模様の非対称性は優性遺伝形質である。非対称型

(A) 頻度は北海道左関東周辺で高く(14.5~28.1%)，東北，

浜名湖以西，中国で低かった (0~9.9%)。千葉県盤州では A

型頻度が低いと考えられる地域のアサリが 2007年まで放流さ

れてきた。盤掛Hの2005年度標本では殻長 20mm未満でA型

が22%，25mm以上で 0%であり大型グループで放流個体が

多いことが示されたが， 2011年以降の標本ではサイズによら

ず A 型が 17.2~20.3% 見られ，放流個体による遺伝的援乱が

限定的であることが示された。

日:水誌， 79 (2)， 190-197 (2013) 

水温・給餌回数・飼育密度の調整によるウナギAnguillα

jαiponicα仔魚期間の短縮

増田賢嗣，神保応次色今泉 均(水研セ増養殖研)， 

橋本博(水研セ西海水研)，小田憲太朗(水研セ開発セ)， 

松田圭史(水研セ増養殖研)，照屋和久(水研セ西海水研)， 

薄浩則(水研セ北水研)

現行の飼育法のもとでは，ウナギ仔魚を育ててシラスウナギ

を得るためには天然より長い期聞が必要である。本研究では，

給餌頻度や飼育水温が仔魚の生残および成長に与える影響を解

析した。その結果を基に高い飼育水温，高い給餌頻度，複数の

水槽への分槽を取り入れた飼育条件を設定し，現行の基本的な

飼育条件(対照)と比較して成長が促進されることを示した。

その結果として，ふ化から変態完了までの日数が，対照の 303

日に対して 210日となり，仔魚期が短縮されることを明らか

にした。

日水誌， 79 (2)， 198-205 (2013) 

人工ふ化放流河川|におけるサケ野生魚の割合推定

森田健太郎，高橋悟，

大熊一正，永沢亨(水研セ北水研)

サケ資源はほとんどが放流魚で維持されていると考えられて

いるが，これまで野生魚(自然産卵由来)の寄与率は調べられ

ていない。本研究では，耳石温度標識による大量放流が行われ

ている北海道の 8河川において，サケ野生魚の割合を推定し

た。ウライで捕獲されたサケに占める野生魚の割合は，調査河

川全体で計算すると 28.3:t1.2%，放流魚の全数が標識されて



いる河川に限定すると 15.9:t0.6%と推定された。野生魚の割

合は河川や年級群によって大きく変動したが (0~50%) ，野

生魚も十分に資源に貢献しうると考えられた。

日水誌， 79 (2)， 206-213 (2013) 

ク口マグロ幼魚に寄生していた吸虫ディディモゾイド科

Didymocystis wedliの奄美大島海域における消長および伝搬

性

武部孝行(水研セ西海水研)，佐伯 悠(日大生物資源)， 

升間主計(水研セ日水研)，二階堂英城(水研セ西海水研)， 

井手健太郎(水研セ増養殖研)，塩津聡(水研セ西海水研)， 

間野伸宏(日大生物資源)

クロマグロ幼魚(ヨコワ)の鯨に寄生していたDiのmocystis

wedliの消長および伝搬性について調べた。日本海で採捕した

ヨコワを奄美海域に搬入し，寄生虫検査した結果，搬入直後の

全ての検体で本寄生が観察された。その後，寄生率は減少し，

搬入から 5か月以後には確認されなかった。また，同ーまた

は隣接生賛網で飼育されていた同虫未寄生のヨコワおよびクロ

マグロ，周辺海域に生息する他魚種においても寄生は確認され

なかったことから，ヨコワの搬入が奄美海域に同虫の感染を伝

搬させる可能性は低いものと考えられた。

日水誌， 79 (2)， 214-218 (2013) 

魚肉からの ATP関連化合物抽出法の簡便化

胡亜芹(漸江大)，張佳瑛(漸江大，北大院水)， 

蜂谷幸司(道中央水試，北大院水)， 

今野久仁彦(北大院水)

K値による魚肉の鮮度評価のため，魚肉からのATP関連化

合物 (Nuc)の抽出法を改良し，簡便化した。 10倍量の 5%

過塩素酸 (PCA)による一回抽出で，ほぼ定量的に Nucを抽

出できた。変性魚肉が入ったままの Nuc抽出液を，前もって

決定しておいた一定量の 1MKOHを加えることで pH2~3.5 

に調整した。静置上澄みをポアサイズ 0.45μmの膜を通すこ
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とで Nuc分析試料とした。さらに 20mMリン酸緩衝液を加え

ることで中和し，保存性を向上させた。

日水誌， 79 (2)， 219-225 (2013) 

組織学的手法による日本周辺海域におけるカツオ産卵個体の観

察(短報)

芦田拡士(水研セ国際水研)，増田 傑(静岡水技セ)， 

御所豊穂(和歌山農水セ)， 

千歳倫之，立原一憲(琉球大理)， 

因遺智唯(水研セ国際水研)，鈴木伸洋(東海大院)

日本周辺海域においてカツオの産卵個体群が存在すること

を，組織学的手法により明らかにした。産卵個体は与那国島で

は 4~6 月，串本沖では 6~8 月に出現した。 2 月にのみ標本が

得られた沖ノ鳥島周辺海域では 38.5%が産卵個体であった。

これらの事から，カツオは日本周辺海域においても産卵を行

い，夏季には本州太平洋沿岸域の串本沖まで産卵場を拡大する

ことが示唆された。

日水誌， 79 (2)， 226-228 (2013) 

鳥取県沖合で漁獲されるハタハタの脂質含量と脂肪酸組成(短

報)

石原幸雄(鳥取水試，鳥大院連農学)， 

渡辺文雄(烏大院連農学)

鳥取県沖合で沖合底びき網により漁獲されるハタハタの食品

としての特徴を調べるため可食部の粗脂肪含量および脂肪酸組

成を調査した。その結果，粗脂肪含量は，平均約 10%であり

雄では体長が大きくなるにつれ高くなる傾向が見られた。ま

た，産卵に関与しない回遊群の漁獲であるため生殖腺が発達し

ておらず筋肉中に脂肪を蓄えていると考えられた。脂肪酸組成

については，オレイン酸が最も多く，雌雄について脂肪酸の種

類および割合は同じであり，イコサペンタエン酸やドコサヘキ

サエン酸の割合は，青魚と同等か，それ以上であった。

日水誌， 79 (2)， 229-231 (2013) 
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