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群馬県水産試験場研究報告第20号(2014)

キーワード。利根川・大型ヤマメ・サクラマス・耳石微量元素分析

利根川で、釣獲された大型ヤマメの耳石微量元素分析

新井肇・神津裕平・清水延浩・松岡栄一・海野徹也*

利根川で釣獲される全長40cm前後の大型ヤマメ Oncorhynchusmαsou mωouは釣り人の間で、

「利根マス」、 「戻りヤマメ」などと呼ばれ、釣り雑誌でも紹介されるほど人気である九また、釣り人

は全長30cmから40cm未満を河川残留型のヤマメ 40cm以上を降海型のサクラマスと区別するこ

ともある。しかし、この大型ヤマメの回遊履歴は明らかにされていない。回遊履歴の解析手法に

は個体の耳石、鱗などの硬組織中に蓄積された微量元素を解析する方法がある九 そこで、この

手法を用いて利根川で釣獲された大型ヤマメの回遊履歴を推定した。

I 材料および方法

1供試魚

供試魚は2013年6月から同年7月に利根川

で釣獲した大型ヤマメを4尾、群馬県水産試

験場川場養魚センター(以下「川場養魚セン

ター」とし1う)で、淡水飼育している吾妻系ヤマメ

1年魚と群馬県水産試験場箱島養鱒センター

表1 供試魚の由来

検体番号
由来

サンプリング場所 サンプリング日

利根川 st. 1 2013年 6月21日

利根川 st.3 2013年 7月19日

3 利根川 st.2 2013年 6月 7日

4 利根川 st.2 2013年 6月 6日

5 神流湖 2013年 5月

6 神流湖 2013年 5月

7 神流湖 2013年 5月

8 神流湖 2013年 5月

9 神流湖 2013年 5月

10 箱島養鱒センター 2013年 7月24日

11 箱島養鱒センター 2013年 7月24日

12 川場養魚センター 2013年 7月30日

13 川場養魚センター 2013年 7月30日

*広島大学大学院生物圏科学研究科

(以下「箱島養鱒センター」品、う)で淡水飼育

している戸部系ヤマメ1年魚の養殖魚をそれ

ぞれ2尾用いた。さらに、釣り人が神流湖で

2013年5月に釣獲した5尾も用いて、供試魚は

合計13尾とした。なお、供試魚は分析まで-

4S
0

Cで冷凍保存した。また、供試魚のサンプリ

ング時期は表1、サンプリング場所は図1に示

した。

図1 釣獲および採取場所
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2 耳石微量元素分析 素の濃度分布をみるために面分析を行った。

供試魚は魚体測定と胃内容物を確認した

後、耳石(偏平石)を摘出して、波長分散型マ E結果

イクロアナライザー(日本電子製]XA-8200型)

によるSr/Ca比分析に供した。分析は耳石中

心から後部辺縁に至る線上で線分析を行い、

耳石上のカルシウムとストロンチウムの濃度変

化を調べた。分析条件は海野ら3)に準じて行

い、カルシウムとストロンチウムのX線強度の濃

度変化は、それぞれ標準試料のCaSi03およ

び、SrTi03を用いて検量線を作成した。なお、

カルシウムに対するストロンチウムの濃度比は

103倍したものをSr/Ca比とした。また、 一部の

供試魚については、耳石研磨面全体の両元

供試魚の魚体測定および胃内容物の結果

を表2に示した。利根川で釣獲された検体1か

ら検体4は全長40crn以上の大型で、肥満度

は養殖魚である検体10から検体13とほぼ同じ

値で、あった。また、胃内容物は検体1と検体2

でカゲロウ目 EPHEMEROPTERAの幼虫と陸

生昆虫、検体4でヒゲナガカワトビケラ属

Stenopsyche sp.の幼虫を確認したが、検体3

では確認されなかった。

表2魚体測定および胃内容物の結果

検体番号全長 (cm) 体長 (cm) 体重 (g) 肥満度** 胃内容物(括弧内は個体数) 性局IJ

49.0 43. 5 1，469 17.8 カゲロウ目幼虫 (1)、陸生昆虫 (1) ♂ 

2 43.5 37.4 974 18. 6カゲロウ目幼虫 (5)、陸生昆虫 (2) ♂ 

3 43. 7 37.9 1， 140 20.9 空胃 ♂ 
4 45.5 40.0 1，278 20. 0 ヒゲナガカワトビケフ属幼虫(2) ♀ 

5 22. 7 19.0 ND* ND* ND* ND* 

6 22.9 20. 3 ND* ND* ND* ND* 
7 21. 1 18.3 ND* ND* ND* ND* 

8 22.4 19.4 ND* ND* ND* ND* 

9 22.8 20.0 ND* ND* ND* ND* 

10 35.4 31. 3 598 19. 5 配合飼料 ♀ 

11 35.5 31. 4 538 17.4 配合飼料 ♀ 

12 32.0 28. 7 425 18. 0 配合飼料 ♀ 

13 37.2 33. 1 640 17.6 配合飼料 ♂ 

* 内臓が除去されていたので欠測

** 肥満度=体重/体長3X 1000 

Sr/Ca比の変動ノ〈ターンは図2に示した。検

体1から検体4は核距離1000μm付近まで、

Sr/Ca比が1から2で、あったが、その後は上昇

し3前後の値を示した。検体5と検体6はそれ

ぞれ核距離900μm付近、 500μm付近から

Sr/Ca比が1以下で、推移した。検体7は核距離

200μm付近で一時的にSr/Ca比が上昇した

が、その後は縁辺部付近まで1前後で推移し

た。検体8と検体9のSr/Ca比は縁辺部付近ま

で1前後で推移した。検体10から検体13では

核距離200μm付近で一時的にSr/Ca比が上

昇したが、その後は縁辺部付近まで1前後で

推移した。
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面分析の結果は図3、4に示した。検体1から ム濃度の上昇が認められなかった。検体11と

検体4で、は縁辺部で、ストロンチウム濃度の上昇 検体13では耳石中心付近で、ストロンチウム濃

が認められた。検体8と検体9で、はストロンチウ 度が上昇していた。

検体 l 検体2

検休3 検体4

図3 面分析結果(検体1'""-'4) 

検体8

検体11 検体13

図4 面分析結果(検体8、9、11、 13)
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E 考察

生息環境中の微量元素は耳石に取り込まれ

たのち生涯にわたり蓄積保存され、その中で

もストロンチウムは濃度も高く、さらに環境水中

のストロンチウム濃度、あるいは塩分や水温な

どの変化に応じて耳石中の濃度も変化する2、

4)。海水と淡水とで、は含まれるストロンチウム濃

度が大きく異なるために生活史の中で、海水

と淡水との聞を行き来する通し回遊魚では、

海水と淡水との間の移動に際して耳石のストロ

ンチウム濃度あるいは Sr/Ca比が顕著に変化

する4)。この変化はその個体の回遊行動に良

く合致し、このことを利用して個体の回遊履歴

マスの遡上が阻害されている神通川ではかつ

て河口から約120km上流まで、遡上していた8)

が、国内河川において、 200km以上の距離を

遡上している例は少ない。今後、利根川を遡

上するサクラマスがど、の水域まで、遡上している

のか調査を行う必要がある。

サクラマスは春に遡上してから秋の産卵まで

河川内で摂餌しないと言われている9)。しか

し、利根川で釣獲した供試魚は4尾中3尾で

胃内容物が確認された。遡上から釣獲までの

日数は3日前後と推定され、今までの説では

海で十分成長して遡上したのであれば、その

聞に摂餌することはなし吃思われる。しかし、

実際には底生動物や陸生昆虫を摂餌してお

を再構築することができる2)ことから、サツキ り、産卵まで全く摂餌しないとし1うことは考えに

マスOncorhynchusmαsou ishikαwαi、アユ くいことから、今後も釣獲ヤマメの胃内容物は

Plecoglossusαltivelisαltivelis、ウグイTribolodon 確認する必要がある。

hαkonensisの回遊履歴が耳石微量元素分析 神流湖で釣獲された検体5から検体9では縁

により推定されている3、5-7)。今回、利根川で 辺部周辺でのSr/Ca比上昇は認められず、か

釣獲された大型ヤマメ(検体1'"'-4)は縁辺部 つ、検体8と検体9の面分析で、もストロンチウム

においてSr/Ca比とストロンチウム濃度が上昇 濃度上昇は認められなかった。つまり、これら

していた。これに対して、淡水飼育の養殖魚 の検体はすべて陸封の降海型サクラマス、つ

(検体10'"'-13)は縁辺部周辺のストロンチウム まりスモノレト化したヤマメと推察された。淡水養

濃度上昇は認められなかった。これらのことか 殖である検体10から検体13で確認された一時

ら、利根川で釣獲された大型ヤマメはすべて

降海型サクラマスと推察された。

検体1、検体2および検体3で、はSr/Ca比が

辺縁部で低下していることから利根川を遡上

してから数日で釣獲された可能性がある。検

体4では縁辺部のSr/Ca比がほとんど低下して

いないことから、遡上から釣獲までは短期間で

あったと考えられるO つまり、利根川河口から

今回の釣獲地点であるSt.l、2、3の距離はそ

れぞれ約200km、約215km、約225kmで、あ

り、釣獲魚のサクラマスはこの距離を数日で遡

上したことになる。現在、人工工作物でサクラ

的なSr/Ca比の上昇は、淡水飼育のアマゴ、や

海面養殖のサツキマスで、も発育初期にSr/Ca

比が一時的に上昇する現象が確認されてお

り、その要因は環境水による影響でなく、卵黄

吸収による親魚由来の可能性が指摘されてい

る3)ことから、検体10から検体13で確認された

一時的なSr/Ca比の上昇は卵黄吸収による親

魚由来の可能性が推察される。

県内のヤマメ稚魚放流は主に県内養鱒場が

生産した種苗であり、それらの種苗は箱島養

鱒センターと県内養鱒場である嬬恋山女岩魚

生産組合の2カ所で供給している種卵から生
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産されている。この種卵生産で用いている系 り、降海型サクラマスの出現頻度が高ければ、

統は嬬恋山女岩魚生産組合で選抜飼育した 産卵場所などの保全が必要となる。また、少な

戸部系ヤマメで、ある。そこで、河川に放流され くとも人工工作物により遡上が阻害されていな

ている種百のSr/Ca比を確認することで、その

変動パターンが把握できれば、変動パターン

からアユの由来判別が行われているように5、6)、

10、11)、サクラマスの由来判別も可能となる。神

流川の神流湖から上流域を管轄している神流

川漁業協同組合、南甘漁業協同組合および

上野村漁業協同組合では県内養鱒場で生産

い利根川水系の河川に限っては、今後放流

種百の系統を検討しなければならない。その

際には、群馬県水産試験場が利根川で釣獲

した降海型サクラマスを親魚に養成し、種卵

種苗生産を行うことが必要になるだろう。

群馬県水産試験場で、は遊漁用ニジマスの開

発を行っており、ギンヒカリに続く第2の地域ブ

したヤマメ種苗を放流している。これらの由来 ランド魚を目指している12)。このブランド魚と合

は戸部系ヤマメであることから、放流種苗は検 わせて、利根川でサクラマスが釣獲できるとな

体10と検体11の変動パターンに類似している れば、県内外から遊漁者の集客が見込めら

可能性がある。今回神流湖で釣獲された検体 れ、県内の観光資源として活用できる。そし

5から検体9の変動パターンを比較した際、検 て、県内の漁業協同組合と養鱒業に活気を与

体7は発育初期の変動ノミターンが戸部系ヤマ えることもでき、地域経済の活性化も可能とな

メの養殖魚と類似しているので、放流種苗の るであろう。

可能性が考えられる。また、この変動ノfターン

から放流種百の変動ノミターンと異なった場合

は、神流川での再生産による可能性もある。こ

のようなことから、釣り人に人気である神流湖 釣りライターの反町工健氏には大型ヤマメの

の降海型サクラマスを増殖する方法として、放 検体提供と共に利根川における釣獲状況等

N 謝辞

流種苗の可能性が導き出せれば、この種苗を の情報収集に多大なるご協力を頂いた。シマ
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