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サケ稚魚の行動についての―知見

小 林 哲 去

An Ecological Study On the Salmon Fry, Oncorhynchus keta (Walbauin)-VlI  

NOte 0n the Behaviour Of the Fry to their Seaward Migration.

Tetsuo KOBAYASHI

Tr has been known that chum salmon fry in nature displaces moving downstreams in the night,

most active taking place within 2-3 hours after the sunset. Generally, the density Of the moving fry

across the width of stream is not uniform. They appear in the trap set close to the bank more in

number than in that set @n the center Of the stream. The fry displeaces coming up close t0 the sur-

face by the decrease 0f light intensity at nightfall and then the number of the fry decreases rapidly

in upper depth. HOwever, there is no considerble change in number 0f fish at lower depth, especially,

when active downstream movement take places. r[ would b@ suggested that the distribution 0f moving

chum salmon fry is not closely related t0 the current speed. tt is noted that the migratory activity

tends t0 decrese by bright mo0nlight.

I ． ま え が き

通斤 ，河川の上流域の清澄な場所におけるサケ稚魚の移動には，顕著な日過期活動が認ぬられ，昼間は群をな

して 瀬，岸辺に滞留して口没後から活液に移勧することが既に明らかにされているC'N、林 ; l958 ， M ・ DOnald,

l960L 。 文中流下流域の濁りのある場所では，濁りの度合に応じて昼問でも夜間におげると同様， 汀綴に移動す

ることが観察されている(小林;未発表リ 。 この様に稚魚の移動は流れ，光等の物理学的環境条件並びに惟魚の

趨性， 索餌． 遊泳力等の生物学的条件とも密接な関係があると考えられるが， 自然環境条件においてそれらの諸

条件が稚魚の移動にどの棟に関与し，組合わされているか今の所明らかでない。

今回，その解明えの手掛りを得るため， 椎魚の口過期活動におげる分散，浮上についてトラップを用いて観察

した。その得られた知見をここに報告し，今後の参考に供し度い。

稿を進めるに当り調査圭施に御助力戴いた千七支場貝各位に深く御礼申Lげる。

I ．調 査 方 法

調査は昭和34年4ml5 口 ―l7口の間千オ川の上流域n丁才牌化場下流約l桁の地点) で行つた。

観測は稚魚の移動が活懐である午後6時―午前i時の間， l時間毎に観測した。又稚魚の移動水深を明らかに
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ト数を引・放した ，観測m トラップは第l図に示す通り

P ， Q の 2 つの部分に分げられ， p (而 口径60X60m ，

後口径MOx20cm ． 矢さ230c 心を固定し，それにQ [前 
P はQ の漏斗 (小林; l958 参照) の延長の役を果す様

にし，周囲はl分日の金網才使用した，父水深0-M

価， 10-20cm の而下稚魚数の同時観測を行うために，
 

トラッブを水平に上，下二屑に仕切った。即ちP の前
第l図 稚魚採集用トラ，プ

口径において叱x66ocm (表層用)， 20x60cmB (下層用)
P ;前口径 60X60 伽．後口径20X20 ，良さ230 例

になる様に中仕切りを入れた(第 l図参田)。

トラ ツプの殻置場所は岸側 (A) と川の中央部(BD Q; 前口径20X20Cm ・良さ l20側

の 2 ケ 所とし，前者ほ 水深 52CM ，流速―84． 9。巾砂， 後老は52伽, 94.5m/ 砂の場所に丈み設だした， 
m ．調 査 結 果

l． トラツブの設筒

調査場所は河川の屈曲による流れの偏り並びに稚魚の移助数の偏りを少くするため， 流れの直線的区間 (約

150m) を選んだ，トラップA は オ岸より 2 m ， トラップB は 2lm の場所に夫々 設慣した。

トラップ設置場所における横断

        ソ秒 川の水深及び流速は第2図に示す

 
 通りである。 なお設置地点の流れ 流  l4n

 の中は約40m であつた。

  図に示す通り，流速は左岸より   
 

トラップA ， B に向つて緩 くな

     り， 略正規分布型の流れを示し

 た， 又水深は40-55m の 略均―の

 流断面を示した， 去々のトラップ

水ぶ lo@¥A@B-@ラップ設置場所の流速は A-84 ． 9cm/
水采

砂， B 94.5cm/ 秒であることか
第2図 トラ，プ設置場所の機断面の流速並びに水深

ら各トラツブの単位時間C l時間)

当りの濾過水号はA トラップー1100.3ml 時， B トラップーl224.7m/ 時と計算され． A トラツプの席過水昆はB

トラッブのそれより約l0% 少い，このような条件の下において惟魚の而下状況が観察された，

2． 椎年、 の水平分布について

*Ml の岸ff低ll(A; と中火部(B) "乙 の観測結果は第 l表に，又天候， 水温．月令等は第2表に示す通りであ

 
@L  ．下祉魚の体艮 (被鱗体艮) は27-35Mm ，平均30.5M であつた。ノ水位の増減は5． 0cm 内外であつた。

第l表に示される如く，A トラップの流入惟煎数はB トラップのそれより極めて多い。 A トラップの濾過水量

とは，稚魚が移動するが， B トラッ ゾ 0 、 それより約l0% も少いにも拘もず，流入祉点数に明らかに差を示した二

際，河川全巾 に分散することなく， 岸近くの域る 流速の範囲内を多数而下することを示すものと劣 えられる。父

天候，円光等の条件によって惟煎、 の移助，特に岸側CA トラップ) に顕著な変化が生ずることが知られた。即も

第l表より 椎焦、 の単位時間当りの流入数を図示すれば第3 図の通りである。 A トラツプにおける5ml4 日， l5 日
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第 l表 トラハ ゾ A ， B の流入惟仏放            
  5 fi  l5 H

 
  ―l6 口l4 日 

 B  
     ' 6 - 7        7 - 8

 
2224  36 24 s - 9

 

 
 I8     75 
  l528   57  

   36l249 43Lll - l2

t3l8 63
t2  

45 93  
 356 

                               (23.8)94 (72.9)199 (27.1)74 (56.6)103 ('43.4)79

第2表 天候，水渦， 月令並びに日没，月 役時間     
づ 月

   
t7 Ql6 日l5 口  

雨惜後長情

  
情候天

ワ ・ 0-  8. 5 8. 55  8. 0   

   18.50        

9・ 58.57. 5  月 
註; 。-札幌， ** ー東京標準

の 晴天の日とう刀 16日の 晴後曇の口の稚魚の活動の相違，また5mi7 口の雨天の口の稚魚の而下活動の低下坤 ，

天候による惟魚の活動に明らかな相違が示され，  ―方B トラツプにおいてはその様な顕著な変助が兄 られない，

このように単に入候条件の変化が，何故に椎魚の而下に反映するか，極めて興味あることである，

又A トラツブにおいては， 5 月日 14 日―l6 日の流入数は午後8-9 時に大きなビークを示し，後減少するが，午

後1 時―午前l時に再び増加する傾向が示された。

このことは第2表に示す，月令6． 5-8 ． 5 の月明と月没に密接な関係があるものと考えられる。なお調査地点

は，谷間であるため，第2表に示した日没時の約l時間前項より月光の影響がなくなつた。

3． 稚魚の垂百分布について

水沈0-locm を去層部， 10-30cmaを下層部として稚魚の流ト数を観察した。その結果を示せば第4 図の通りで

あ る。 なお尾数は中位時間における単位山積 (l0x60cm) 当りで示した。先づ移動の活倹な岸側のA トラツプに

ついて見れば，移動が活倹 に行わ十.た 晴天の5 月H15 日の午後8-ln 時には，去層移動の椎魚は極めて多く，午後

lo時以降は急激に激少する。これに対して下階部の稚魚の数は少く ，その時間的変化も表層部のそれらに略対応

するが極めて小さい。またlo時以降には表層部におけるような減少はなく，むしろ衷屑那より石- ・ 高い数値が示

された。なお月令は7． 5 日で弱い月肌乍ら午後1 時頃まで水表面が照射されていた，

次に5 月 l6 日には天候が晴後婁りとなり，月令8． 5 口で午後l0時頃より月光による明るさは全く消失した。こ
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第 3図 単位時間当りの流人稚魚放の頻度分布

(矢印は月明の消失時刻を示す)

の 様な条件においての稚魚の移動はあまり活澄でなく，表層部において8-9 時に―つの山が示されるがその後

減少し， l0時以降，月明の消失に伴つて押び漸増した。 ，方 卜居 部は表層の変化に応じて若干変化するが， l0時

以降における増； nは妾届の増加より極めて大きく，l2叫 ― l時には表層より高い値となつている。このような後

半におげる惟魚の総移助数の増加は，萌らかに月明と密接な閃係があることを娼 示している。これに対して惟M

の 移助が極めて不活滋な 雨天の5 月H17 日には表層. 卜層の差は殆んど認められない。

次に川の中央部のB トラッブについてみると・坤位時間当りの流十数はA トラップに比べて梗めて少く ，過期

活肋に認められる頻度分布型は衷惜におい-C@@,lllト人の l5 口を除いて蛆甘でない。 卜居部においては上層部より更

に流入数が少く ．その時問的娑化七少い。 またA トラップに認められた月明泊人後の流下牧の増加傾向は全く認 
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第4図 単・使時間，単位面積当りの稚魚の流入尾数の頻度分布

(矢印は月明の消大時刻を示す)

察W ． 考

サケ稚魚の降梅移動は何に人きく規制されるか，今のところ充分明らかにされていないが， 少くと七口没後活

汲に移動する，いわゆる顕著な口過期活動を示す (HOar; l95l ，小林; l958) 。 この様な活動時の稚魚分布状態

は今迄充分明らかにされていない憾があった。今回，トラップによる観測の結果，稚魚は口中， 肝行動をしてい

るが日没後，その町を解き浮上□ して流下移動する。その時は河川の全而に均-に分散することなく岸辺近くの或

る 流速の他用を多く移動することが明らかにされた。

即ちトラソブを河川の庁側の流速84 ． 9cm/ 秒の場所と・l「央部の 94.5cml秒の場所に設置しての結果，稚魚の流人

割合は，岸側が56 ． 6-84.0% を示すのに反し，河川の中央部では26-43.4% に過ぎず，流れも甲・く ， トラップの

濾過水量が約l0% も多いにも拘らず， 碓魚の流「数が少くなつている。従つて口没後の移動時には，惟魚は河川

の 全面に分散するものでないことを明らかに示している。

McDonald(l960) によればカラフトマス，べ二サケの椎包においては，その移動時の分散は流速と密接に関

係し，河川の流れの中心部を多く 流下するが，サケ，ギンサケはそのような顕著な関係が見え出されないことを

報告している。またサケ稚魚は或る程度迄流れの中でその位置を積局的に選ぶことによるのでないかと推論して

いる。HOar ぃ 951) によれば碓魚は流速が大凡 A5cm 内外までは群を構成してその位置を保持し流速の甲い方に

移醐すると報缶している。しかし惜条件において悼か5CMi 秒の流速でも流下することが加もれている 川、林;

l958L 。 以卜のことから，今回の調査地点の棟な84-92cml 砂の 午 い流速においての，洋側と河川の中央部に示さ

れたW らかな相違は， 碓魚の流れに対する滞泳行動の存在と，それに川えて流下物と流れとの関係に見られる岸

辺に寄せられる力学的な現象が，稚魚にも必然的に起る可能性も大きいのでないかと暗示される。
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従つて口@.の他魚の群構成の場と流速などが，稚魚の而下時の分放に大きく影営するものと推察される。又情

人，内大の人候の変化が，惟魚の移動に影響を及ぼす傾向が認められたが，その原囚について明らかでない。

なお又口没後に惟魚の移動が再び活機となる傾向が認められたことは(第3図，第4 図参照)， 月明竿のよう

な僅かな明るさも稚魚の移動に影響のあることを示すものである。 次に日過期活動の最も活発となる日没後2―

3時間の問は， 惟魚は水表面近く(水深0-locm) に浮上して移動するものが極めて多く，その後水女面移動の

惟魚は急激に減少する。これに刺して水深l0-30c@ の 砂助椎魚は， 去層叩の変化に応じて変化するがその変軌は

少く ，月明の影饗がなくなった午後l0-l 時にはむしろ増加の傾向が観察された，この現象は河川の中央叩 CB

トラップ) には認められないが岸側 CA トラッ ブ ) に顕著に示された，従つて移動の活淡， 小活僚は稚魚の浮上

の多い少ないによることがfU られる。

又口 没後と月没後における稚魚活動の状態について，前者においては去増部 co-l0cm) の顕者な流  卜が，

後者においては表層の増加より下層 (l0-30cm) の 流丁数が増加する傾向が明らかに認められることから，稚魚

の 移幼もn没後，浮上移動から沈下移蚊と時間の経過に伴つて活動様式に変化が生ずることが知られる， -般に

サケ，マスは光の減少に伴つて浮上することは多くの研究者によつて明らかにされている (HOa ，「; l95l,

Huntsman; l948 ， N 。ave; 1955) が，今回観察された時間の経過に伴5沈下現象については協性の回復とも考え

られるが，今の所充分倫ずることが出来ない。

以上の如く 稚魚の日 申の群逝活動から日没後の分散，浮上，而下，そ t て沈下を経て活動が停止することにつ

いては，少くとも稚魚の群性． 光，流れに対する観性，索餌，流れに対する稚魚の遊休力の物理? 的関係等が密

接に関係することが暗示され，今後の調査研究に期待される。

 V ． 要

l． 降悔期における ナケ 稚魚の移動について，その口過朝活動がどのよらな状況で行われるかを明らかにするた

め ， 5 J1l4 口 ―l7 日の 間， 千才川のL流域においてトラ ツプを用いて調査L た ，

2． 上流域の清澄な地域での稚魚の移動には顕著な日過期活動が認められ， また河川の全面に均 -に分放するこ

となく，岸辺近くの或る流速の飽囲を多く移動することが明らかにされた。

3． 祉魚の移動が活溌なのは，午後8-l0 時の問で，表層(0-loCmm) 近くに浮Lして移醐する数が多く．その

後時間の経過に什L て急．激に減少する。これに対して卜居 un-30C78) 移助の惟魚は去屑叩の変化に応じて変

化-r る がその変動は小さく，門には丈増拙と逆に増加する傾向が観察され， この現象は岸側の移動に顕著に示

された。従って，稚魚の移動活動が活綴な口には，稚魚の浮上流ドも 顕著に活俄 となることが明らかにされた，

4． 稚魚の群遊から分散，浮上寸びに降下移助の現象については現在の所充分明らかでないが， 少くとも稚魚の

糾性， 光，流れ等に対する機性，そして流れに対する惟魚の遊泳力の物理学的関係等小 密接に閃 係するものと

店示された，

 v ． 文

小林哲人・尾崎岩志・伊藤嘉郎 l956:さけ稚魚の生態調査(4) ・ 濯概港に流入するさげ稚魚について．牌化場報

告， NO ． n ．

小林哲去 l958: サケ稚魚の生態調査(5L ． 降悔期に於げるサケ碓魚の行動について・ さけ・ますふ化場研報，

N0. ¥1. 

HOar, W. S. 1951: The behaviours Uf chum, pink and coho salmon ln relation to their seaward migra  

tion. .TOur. Fish. Kes. Bd. Canada, 8 (4).

Neave, F- 1955: NOtes 0n the seaward migration Of pink and chum salmon fry. JOur. Fish. Res. Bd  

Canada, l2 (31.

Mcdonald, J. 1960: The behaviour or Pacific salmon fry during their downstream migration to fresh  

water and saltwater nursery areas. JOur. Fish. Res. Bd. Canada, t7 (5@@ 

6


