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宮古湾で再捕されたニシンの年齢と

産卵回帰

長倉義智1，*・野田 勉2 山根広大3

大河内裕之1・青野英明4

Age and Spawning Migration of Herring 

Clupea pallasii Stocked and Recaptured 

in Miyako Bay 

Yoshitomo NAGAKURA1，*， Tsutomu NODA2， 

Kodai Y，品1ANE
3，Hiroyuki OKOUCHl1 

and Hideaki AON0
4 

Abs仕act:Juvenile herring Clupeaραllasii with chemi-

cally marked otoliths have been released in Miyako 

Bay during 1988-2010 and adult fish were captured， 

tagged and released to investigate their migration 

behavior. Two fully matured herrings (a male and a 

female) both with otolith markings and external tags 

were recaptured in 2010. Both were estimated， based 

on the otolith marking pa仕erns，as hatchery-reared fish 

released in the study area in 2001. These results sug 

gest that the herring reproducing in Miyako Bay live 

for over nine years and return to the natal spawning 

area after multiple years. 

Key words: Clupea pαllasii; Spawning migration; Otolith 

marking; Miyako Bay 

ニシン Clupeapallasiiは，北太平洋北部に広く分布する重

要な水産資源であり， 2010年は日本では主に北海道および

本州北部沿岸で3，208トンが漁獲されている (農林水産省大

臣官房統計部 2012)。ニシンの全国漁獲量は1897年に約100

万トンであったが，その後減少傾向となり 1992年以降は数

千トンレベルで低迷している。そのため，資源の回復を目

的とした人工種苗放流が行われ， 2011年度には618万尾の人

短報

工種苗が放流されている (水産総合研究センター 2013)。

岩手県でも宮古湾 (Fig.1)のニシ ン資源を造成するため，

独立行政法人水産総合研究センタ一宮古栽培漁業センター

(現 東北区水産研究所)，岩手県，宮古市および宮古，田

老，重茂の 3つの漁業協同組合が共同で， 1984年から人工

種苗放流を実施している。なお，1988年から1989年までは

一部， 1990年から2010年まではすべての種苗に ALC(Alizanin 

Complexon)により耳石に化学標識を付けでほぼ毎年，数

十万尾を放流している。これらの標識魚の追跡調査により，

放流魚の多くが宮古湾に産卵群として加入することが確認

された (日本栽培漁業協会 2003)。これに伴い，放流開始時

は数 kg-数十 kgの漁獲しかなかった宮古市魚市場におけ

るニシンの産卵群の水揚げ量は， 1990年には500kg， 2003年

には1，000kgを超えた (大河内ら未発表)。 さらに，宮古湾

で漁獲された産卵群ニシンに外部標識を付けて放流し追跡

調査を行うことで，成熟年齢以降の回遊経路および産卵回

遊が明らかにされている (大河内ら 2008)。 しかし，宮古湾

で漁獲されるニシンは鱗および耳石の年輪が不明|瞭で，高

齢魚、では年齢査定ができない (長倉ら未発表)ことから，

高齢魚の産卵生態，寿命等に関する情報が不足している。

本報では，宮古湾で採摘された産卵群ニシンの中に宮古湾

に種苗放流した年が特定された高齢魚、を複数個体確認し，
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Fig. 1. Map showing the study site in Miyako Bay. Solid star indi. 
cates the location of sampling set net to capture the spawning her. 
ring Clupea pallasii in 2010 and the release position of the tagged 
herring in 2008 and 2009. 
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2個体 (雌 1個体，全長36.6cm 雄 1個体;全長36.2cm) 

であった。二重リング(いずれも直径;40μmと110μm，

Fig.3)の2個体は外部標識も視認され，そのうち，雌個体

の苧卵数は9.3万粒と推定された。また，これらの個体はい

ずれも腹部を指で軽く押すことで放精あるいは放卵したこ

とから，成熟個体であった。一方，外部標識を有する個体

は4個体(外部標識の色;緑2個体，朱2個体)で，これ

らの鱗および耳石の輪紋は不明瞭で、あった。

一重リングの ALC標識を付けた種苗の宮古湾への放流

は， 1993年か ら2010年までほぼ毎年，同様のリング直径

(平均直径;40~64μm) の ALC 標識を付けて行われてい

る。また，三重リングを付けた放流は2000年 (リング直径 ;

20μmと40μm)，2001年 (リング直径 ;40μmと110μm)

に行われている。そのため 一重リングの ALC標識が付い

ていた21個体の種苗放流した年は特定できなかった。外部

標識と ALCの二重標識の両方が付いていた 2個体は，リン

グ直径から 2001年に宮古湾に種苗放流 (全長4.9cm， 26.0万

尾)された個体と断定された。これにより， 2010年に宮古

湾に産卵回遊したニシンに 9歳魚、が含まれていることがわ

かった。また，外部標識の色から，これら 2個体のうち雄

個体は2008年に，雌個体は2009年に宮古湾に産卵回帰し，

2010年に再び宮'古湾に産卵回帰した個体であることが示さ

れた。これにより，宮古湾に種苗放流されたニシンは複数

年にわたって産卵回帰する個体がいることが初めて明らか

になった。

また，宮古湾へ産卵回遊した tltf~個体の推定苧卵数は，全

長24，28および32C111 で，それぞ"~1_2.2， 3.8および6.5万粒で

ある (長倉ら 未発表)のに対し，本報で採捕された 9歳の

雌個体では全長36.6C111で9.3万粒であった。このように，成

長とともに苧卵数が著しく増加するのは他の海域と同様で

あり (菅野 1981;児玉 1997; Oskarsson et al. 2002)， 9歳で

卒卵数が9.3万粒であったということは，年齢に万をつけた

数が卒卵数はあるという北海道-サハリン系ニシンでの記

載 (石田 1952)と一致する。ニシンの年齢査定には鱗に形

成される年輸を用いるのが一般的であるが(石田 1952 ;~ヒ浜 

藤本 1961)，年輪が不明瞭で年齢査定が困難な系群も多い

(北浜-中山 1957;北浜 }熊本 1961;三上ら 1968;高村[Jら

2001)。また，耳石による年齢査定でも，高齢魚、の年齢査定

は著しく困難である (北浜 中山 1957;北浜・藤本 1961; 

長倉 ・野田 ・山根・大河内・ 青野

高齢魚の産卵生態，寿命に関する知見を得たので報告する。

宮古湾奥部の赤前地区 (Fig.1)に設置した小型定置網 (身

網長10111，垣網50m，水深 9m) 1カ統で， 2010年 1 ~ 2 月

に採捕したニシン成魚について 外部標識の有無と色を確

認し，全長，体長，体重，性別，生殖腺重量を計測して耳

石 (扇平石)を取り出した。取り出した耳石は落射型蛍光

顕微鏡 (NikonECLIPSE E400 ; G励起およびB励起フィル

ター)で ALC標識の有無を確認し，その標識のリング数と

直径を計測した。ALC標識が視認された個体を種苗放流魚、

とし，その標識のリング数と直径のパターンの組み合わせ

により，放流年を特定した。年齢は耳石の表面観察により

査定し， 1歳， 2歳， 3歳以上に区分した。さらに，雌個体

については，卵巣から採取した1.0g中の卵数を肉眼で計数

し，これに卵巣重量から卵巣膜重量を差しヲ|いた重量を乗

じることにより字卵数を算出した。なお，外部標識 (ダート

型標識，オーストラリア ・ホールプリント社，長さ 8cm)は，

2008， 2009年に同小型定置網で、採捕した産卵群ニシンに付

けたもので， 2008年は緑色，2009年は朱色の標識を用いた。

採捕されたニシンは114個体 (雌48個体，雄66個体)であり，

その平均全長士標準偏差は30.6土3.3C111であった (Fig.2)。

また， 2歳は41個体， 3歳ι上は73個体であった。これら

のうち， ALC標識が視認されたのは23個体 (採捕個体の

20.2%)で，そのうち一重 リングが21個体 (平均全長±標準

偏差 ;27.7:t 1.5 cm，雌 9個体，雄12個体)，=重 リングが

n=114 

30 

20 

15 

10 

25 

196 

回
同
時
コ
日
U
J
明
〉
刊
甘
口
叶
刷

0

・H
由
』

E
コ

Z

VII VII VII VII VII 川IVII VII VII VII VII VII VII VII VII VII 
σ3 て が ぱ) <.0 ~、 00σ) 0 ........ N c"ってが日コにo l'- 00 
N C、:J N N N C'、J N 0つむっ 。っ 。っ 。。 。つ ひっ 。勺 σ3 

Total length (cm) 

5 

。

Fig. 2. Total length of individuals caught by set net in Miyako 
Bay in January and February of 2010.口，wild fish;圃 released
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Fig. 3. Photographs of the otolith (A，sagitta) and ALC 111arking (B，inner ring diameter: 40μm， outer ring diameter: 
110μm) of 9-year-old herring released in Miyako Bay in 2001. 
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菅野 1979;児玉 1987)。このように，高齢魚の年齢査定

はできないのが現状である。本調査でも 9歳と判明した個

体の鱗および耳石による年齢の判定はできなかった。児玉

(1997) は，漁獲魚の体長組成に現れるモードの時間的推移

から成長を求め，万石浦ニシンの寿命は 6歳としている。

しかし，本報で，宮古湾に種苗放流されたニシンが9歳で

複数個体採捕されたことから，本州北部沿岸に産卵回遊す

るニシンの寿命はこれまでの知見より長い可能性が示唆さ

れた。ニシンの寿命は，北海道・サハリン系ニシンで10歳

以上(藤田・小久保 1927;石田 1952)，石狩湾ニシンで 5

~6 歳(高柳ら 2001)，尾鮫沼ニシンおよび洞沼ニシンで約

8歳(北浜・藤本 1961)と推定されている。また，ノルウェ一

春産卵ニシン(タイセイヨウニシン)C. harengusでは約20

歳と長い(栗田 2001)。しかし，前述のとおり日本に生息す

るニシンの高齢魚で、の年齢査定を行った報告はみられない

ことから，本州北部沿岸に産卵回遊するニシンに限らず，

推定寿命を過小評価している可能性がある。

成熟後，少なくとも 9歳という高齢まで複数年にわたり

産卵に関与していること，さらにそのような高齢魚でも十

分な量の成熟卵を持ち産卵群に加入していることから，長

年にわたり再生産に貢献をしていることが示唆された。一

方，ノルウェ一春産卵ニシンでは特に若齢魚、で，成熟後に

毎年産卵するのではなく 産卵しない年もあることが報告

されており (Engelhardand Heino 2005)，そのようなこと

がニシンでも起こっていなし、か検討する必要がある。また，

高齢魚、の卵質(受精率，ふ化率，仔稚魚の健菌性など)に

関する研究も，検討すべき課題として残っている。
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