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SOme pieces Of information 0n the differentiation of phase and smolt transformation of juve  

nile Masu salmon during stream life prior to seaward migration have been obtained for the pre  

sent study.

From summer t0 autumn, the changes tn the body form and coloration or "differentiation of

phase" occur on the juvenile, and these phenomena closely associate with the variation of life-form.

The body size and growth type might be important factors concerning the differentiation of

phase and the attainment of smolt transformation.

AS a distinctive feature Of the progress 0f smolt transformation, the gradual blackening Of the

dorsal fin tip can be observed with the silverization Of body surface.

Such phase differentiation and smolt transformation in the external appearances are accom-

panied by notable changes in b100d characteristcs and behavior patterns.

The definitions Of the terms to be used must be clearly given because of their importance.

The arrangement 0f the nomenclature applied to the various phases and stages 0f the fish can be

formulated aS follows   
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―臼緒

サケマス類の降海に先立つ銀モ化の変態に関する数多くの研究はHOar(1951) およびFOntaine(1954@ の総

説によって紹介されているが，その後も目ざましい進展を示しつつあり，しかもなお実際に究明せらるべき多く

の課題が賎されている。

北太平洋水域の内 ，日本およびその周辺の地域にのみ見られるサクラマスの降悔前の変態は，少くとも北海道

という地理的条件の下では，極めてあざやかに発現し典型的なparr-smolt transformation の形を示し，

しかもまた同時に*知尺 に残留して成熟する型をも派生するという点において他のサケマス類に例の少い所である。

近ヰこの点が宿目されて，サケマス頼に共通の変態や栂AJ順応に関する研究の有カな材料でしかも 興味ある対

象としてしばしば取扱われるようになって来た。

―方，沿岸漁業の止場かも見て， 他の犬、ド洋系のサケマスの大部分が遠洋性であるのに対して，サクラマスは

上 ヒ 較的に近・ 醐牛であるという意味で 重要な魚種であり ・ 更に内水面漁業の立場においては日本本土在来のサケマ

ス類の中で特に池中養殖．河川l湖沼放流に好適な魚種であることが再認識されるに至っている。

もともと，サケマス類は環境に対する適応性が比較的強いために， 魚体の外的および内的痒件に変異を生ずる

ことが多いようで，例えば土也理的条件の差によって，成熱の様式や変態の度合の異る甘寺殊のストレインや入トッ

クの現われる可首旨 l生も考えられる。このような生活形に対する外的要因め干渉は，おそらく降海前の変態の兆し

もさだかならぬ幼君の時期に特に強い影響の現#しることもまた推測に離くない。このような問題を追求するため

に生活史の初期における色々な段階の移リ変りの模様，型や相の区分ならびにそれらの矧生についての基準とな

るべき知見を同めることが重要な仕車となる。なお同時にそれらに対する詳細な定義や術語の吟味も不可欠の問

題である。

大野u933) ，佐野口950) ，佐野・尾崎(1969)およびTanaka(1965) のサクラマスの生態に関する研究におい

ても，幼魚期の発育段階のE 分は必ずしも明確なものではない。従って現在，各方面で 行われている数々 の実験

研究においては， とかく基礎的事項の定義，術語が不明確なままに仕事が進められているきらいがあり， そ十 LI@@

の研究の結果を上 碑交 検討する場合に色々 の不老 ト合の生ずる事が 多い。

この報文においては可及的に正常な円然条件の下に生活しているサクラマスの幼魚について，発育段階のE 分

を試み・起リ待るべき色々の型あ るいは相の出現の外観上の特徹@を知リ ，またそれらに関与する所の血液の性状

の持件にも触れ・ 史にこォLらに対して適当と思われる定義と術語を与えて，今後の研究の進展のための足がかり

を作ろうとするものである。

本研究の実施にあたり，元北海道大学水産学音り教務職員小坂淳氏(現在東北区水産研究所研究員) は標本材料

のf采取 ，実験飼育，生長度の観察，資料の整理その他の作業に筆者の片腕として方を尽された。北海道大学水産

学音 卜職員木村志津雄氏は実験飼育，魚体計測に―方ならぬ労を尽された。また，北海道さけ・ます」、 イぴ籾什究員

小林哲夫博士を長とするIBP づ PF 遊楽部J@l研究グループ魚類班の各位からは。現地調査および取まとめの機会

を通して本研究に対する価値ある 御批判と有益な御教示を頂いた。北栂道上水産隅イ Ym易研究員粟倉輝彦，阿刀円

光紹両氏は未発表の知見の5l用を許さナL，重要な，情報を与えられた。飼育の材料となったサクラマスの種卵，種

苗はすべて北海道さけ・ますノ 、 化場から分与されたものであり ． 特に同場渡島支場管下 尻おり事業 場元場長幸内意

六氏 (現在幕別事業場艮) および故長谷川友之助氏からは。陣卵の準備に多大の御好意を頂いた。

また，岐阜県水産試験場長本荘鉄夫氏と東京都水産試験場原武史氏からは，本州産ヤマメについての貫重な御

教示を頂いた。更に北悔道大学水産学部山本宮―郎教授．東京大学海洋研究所出十目―教授なもびに名古屋大学

農学部巌俊―博十からは術語について有益な御教示を頂いた。ここに記してト記の諸氏に深甚の謝意を表するも

のである。

材料および方法

この研究の某礎となった個々 の資料の内 ， 白 然の河川lの佑 に関するものは主として1959年より1972年にわたる

間の北海道南部の汐泊)1l， 茂辺地川 ，知内川 ，見市川，千走川および遊楽部川におけるつりなもびに投網に囚る
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採捕の結果得られた知見であり， また人エ的に飼育された魚に関するものは主として19fi4@年から 1971年に至る間

に，北海道大学水産学部十飯養佳 実習施設の試験地および 実験水路において得られた結果に基くものである。

飼育のために用いた試験地は素掘りで，長さ5m ・幅約?.m ，水深杓50cm，用水の注排量は毎秒10-154 であ

り，また実験水路はその長さ約30m ，幅約1 m ，水深33n-50cm，水の流量は毎秒約30i. 研{J速は表面で毎秒 ?.0-

30cm ，水底の水生昆虫の発生は良好で，近郊の小渓流の条件にかなり似た環境である。

;式験 池における飼育の場合には，市販の二ジマス用配仝飼料に若干の米ヌヵもしくはフスマと麦粉を混じ． 特

に 8 月以前の幼君期にはその他に牛蛛の生肝臓を糸ffmW卒 したものを10-20% の割合に混合してI H I 回 ， 残りのな

い稗度に投与した。実験水路の魚、に対しては人エ飼料の投与は極めて僅少に止めた。

血液の性状の測定。定量はすでに久保(1953, 1954, 1955) の報告に示したものを原則として用いたが， 浸刃王

の測定にはべックマンの寒暖計を用いる通常の方法にあわせて，微量測定のためのオズモメーター(西ドイツ．

クナウアー製) を使用し，また塩分の定豊には従来の方法(Schales and Scha@es の法)と併卍、 てクロライドメ

ーター (イギリス，エバンス製) 使用の方法を用いた。従って―部のデークーの表示のためには，それぞれの間

で数値の換算を行った。

体 生長の概観

実際に飼育，観察した所によるとサクラマスの前期稚魚(alevin，アルバン")は水温6-7C においてふ化後

約60 日で腹面の卵黄を吸収し終って後期椎色、 (fry，フライ") の段階に入る。
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Fig. 1 Growth rate represented by the frequency distribution observed On the fish reared
in a pond.

 
大西洋サケおよび大四 汁マスについて普遍的に用いら十iている名称をそのまま準用。

以下本文中，特別の場合を除き． カナ書きで記 ケ。
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その後，春から夏にかけて水温が上昇すると共に体内の諸機能の活性が高まって体生長は急速に増大するよう

になり，自然の状態では彼等はいわゆる幼笛 (parr ・パー") の段階に移る，この頃かも魚は河川内を活発に遊

泳し・ 摂良して生長を続ける。秋半ばまでこのような生活は続くが，初冬に至って生長の伸びは鈍化し各千間

は停滞するという―つの典型的なS半曲線的な生長様式を示すが，春には再び生長は進み， 特に降海前の変態を

した 魚は著しい生辰を遂げる。

この間の模様を例示するために， 池中に飼育された1966年級の幼魚の1966 年4月末から1967年5月末に至る間

の全長分布の季節的変化を第I図として掲げた。

5 ・ f 月の椎魚及び幼魚すなわちフライから初期のバーの段階にかかるものは，仏生長の変異の幅が極めて狭

く ，上ヒ較的単調な正規分布が想定されるが， 当年の半ばを過ぎる頃 (6 月下旬) から宅、 激に変異の幅が広くなり 

分布のモードも二つ以上出現するようになる。

9 月上旬の全長分布は明かにこの状態を示すもので二つあ るいは三つの異った生長のタイプの個体群@の混合

という様相を暗示する。

このような体生長の模様は・こ#L まで連年行った芙験飼育の結果では常に同じように見ら#しる現象であって，

同腹個体群の飼育の場合にも例外ではなかった。体生長の幅の広がりはII月に入って益々著しくなり，特に右@all

の山の割合が目立つようになる。冬季間は―般に生長が停滞するために， 2 月の全長分布の形状にはII月のもの

と大きな差異が見わ，h.ない。

5n" 卜旬の全長分布を見ると右側の14 ． 0， 15.0cm をモードとする分布は外見上，明白に他と区別出来る所のい

わゆるギンケヤマべ(smo@t ，スモルト ") によって形成されている。この場合，2 月の分布のモードである mo ． 0 ，

11 ． 0cm の部分がR月の14 ． 0， lh.0cm の部分に連ること・ および2 月の7 ． 5cm の部分が生長して5月のl0.0cm の山

となっていることは谷易に推測されるゆえに，スモルトになる也 の生長曲線の傾斜・ ほ驚く程に急であると言えよ

 
このようにサクラマス幼魚(7W体生長は時間を追うに従ってその変化範囲が拡大し ―本の生長カーブで表現す

ることは困難となる。このような体長の分布の多峯 件に見られる色々 な生長型の分布は恐もく形態，色彩その他

の侍件においても異る別個の生活型の分化，派生を暗示するものべあ る。

上記の見地から，体生長についての観察結果を基盤として，主に外観上の牛寺微から各段階の魚および色々のク

イプの魚、を上 ヒ較し，時期の推移に伴って外観の異なる数個のグループに分化して行くf英様を眺め， 更にまた，翌

春の変態が完了するまでの変化の過程を検言 すするために―つの模式図を画いて見た。

第 2図は第I図ならびにこれまでの連年のサクラマス幼魚の地中飼育の資米 Lと ，河川内の幼魚についての観察

結果とをあわせて，生長，型の分化派生，変態の進イ T糸圭過の様相を模式的に表現したものである。

以下。川頁 を追って項を分けこの図の説明をかねて， 維魚および初期の幼魚の段階から1年後の降湖の時期，あ

るいは河川残留型の生成の時期までの色々な段階ならびに型の諸ヰ苧 l牛 を示し・ またそれらに適用すべき術語を提

咀する。

なお，北海道においては都合の良いことに． サクラマスのふ化が始まるのは早い場合でII月の中旬．一ヂ支 には

12 月にかかることが多く ， 従って近@川自 勺 にはI月上旬から佳、 としての生活が始まるものと辛 えもれるので， 牛令

の単位の終始は便宜的に歴年のそ#L と合致させて表示出来る。すなわちこのような表現法ではヰ令当オ (0+)

は生活第I年のI 月から12 月まで，年令I才 (1 +) はその次の年のI 月かも12 月に至る期間を示すことになる 

稚魚期から幼魚 期への移り変り

活発に遊泳するようになった後期椎色は，外観上，発育の進んだその後の幼色、 とは特別に著しい差異がないた

めに，その間に明確な区切りを付けることは実際に容易ではない。強いて言えば， 頭長と体長の上ヒ率に示される

相対生長において微少の差異が認められる(久保・未発表L なお・この稚魚期から幼佳期への移リ変りの時期・

体長にして4 ． 0Cm前後(全長で4 ． 6cm 内外)にウロコの原基 (中心板) が発現することは1965 ， 1966 および1967

。 れこれももまた大西岸サケなどに用いられているものの準用。

以下本文中，原川としてパー ならぴに入モルト と記す。
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して存在することを想定しても良いであろう。厳密に言えば，今後，この段階はもっと小さく時期を区切って検

討，研究せらるべきであろう。

これから後の時期に人ると，体の生長度の変異分散が大きくなると共に，色相，生理学的条件あるいは行動習

性の上で差異のある色々 の型の個体群が分化，派生するようになる。

相 の 分 化

前述のとおり，パーの段階にある魚が7 月から8 月にかけて体長の変化範囲が日立って広くなり，9 月から10

月に及んでは，単に生長度の差ばかりでなく，形態，色彩，血液の 性状ならびに?預力叩 においても，それぞ#凹H

個の様式のものに分れて行くという興味ある現象が見られる。

HuntSman(1950) は Atlantic Salmon およびbro0k trout の両也 種にそれぞれ外観の異る二つのタイプ

の存在することを認め，それらに"Silver phaSe" ならびに"dark phaSe" という呼称を占 ・ えて銀白色のSmoH

を前者に含め，成熟して黒ずんだいわゆるdark pan を後者に入れた。

彼が用いた"phase" という語は明らかに段階，期を意．味するものでなく，形態を日安とした所のいわゆる生活

形に該当するようである。

また昆虫の場合に群密度や環境条件の 差異によって形態や行動型を異にする系統群の派生することを相変異，

"phase variation" と呼ぶことがある (巌， 1956),,

こ れ@Lらにならって・ サクラマス幼魚において秋季に日立って釆るヰ寺徴 あ る型を「相」 "phase と呼び，またそ

の分化，派生する現象に対して「木目分イヒ」， "phase differentiation"という 術百合を用いることをここに改めて

提唱する。

一乃 上に「 ff」， "phase" という用語は，「期」， "stage"，「発育段階」と同じような意味をもって用いら@¥しることが

多いが，筆者は少くともこの研究においては，ある―つの時期において生長度，外観，生理的条件およw 強力 型

などに現われる色々 のヰ寺 l牛 を包括する所の広義の「生活型」ともいうべきものに「相」の用語を適用した。

若年成熟雄焦、 (成熟パー ) の出現

天然の河川lではSH の末頃から9 月にかけて・ 体生辰の比較的にすぐナした 魚．，持に体高の高いもので，休色；    

やや黒灰色を帯び，成熟の兆のうかヵ われる雄魚が姿を見せるようになる。こすLらは一ヂ走に全長にして1T ・ 0-1.33i・ 0血

であるが，ウロコの様相より見て当 オ魚、と判断されるものが大部分である。 ―方， 池中に飼育された魚では

第I図に示すように9 月上旬の全長分布のむすそ1I ． 5cm の部分に分布の盛リ上りが認められこれらを実際に取

り出して調べると，いわゆる「トビ」の個体の数と，成熟三い雄魚から構成されている。このような若年の成
熟雄魚は北海道南部ではnI月上旬に至るまで認められる。

このような様相を呈する甘、に対して，久保(1953)はすでにHuntsman(1950) に従ってdark parr の名称を

与えた。最近，小坂(1971 はこの型の佳 の成熟過程の問題について勝れた研究と取まとめを行っており，成熟の

少し前の段階のものをprecociously mature parr ，完全に成熟したものをprecociously ripe parr と呼び，

二つのF全 p皆を凶分している。このような細分化した術語は，成熟の現象を研究する上には当然必要であるが， そ

の外観上の特徴は成熟の当初からかなり後の時期まで継続するということから見て，便宜上の呼名としてやはり

両段階のものをあわせて"dark parr" ，「成熟パー」という口乎名を提案するものである。

なお，北海道各地の釣人はこのような型の魚をサビヤマべあ るいはクロコ，翌春のやや生長したものをオ "リネ

ン (越年) ヤマべと呼んでいるが，当を得た俗称と言えよう。

その典型色川栗本として10 月上旬，河川の十流で採れたものを図版1-R に掲げた。その下側に並べた銀 化パー

との外観-卜の差は極めて対照的である。

なお， この様相の色、のその後の休生長は第2図でわかる通リ ，前半の顕著な． しリカーブとは逆に秋から冬に，

そして春にかけても意外に不良であり・ 図中の破線に現わされているように横ばいの生長カーブを示す。

また河川上流の小沢に生思する幼魚の場合・上に記したこととは逆に割合に体生長の良くない幼魚が成熟して

いることがある。 この問題は生息環境の物理的条件，特に光条件ならびに「ネオテ二一」の問題と関連して今後
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深く検討せもるべき課題である。

地中に飼育される伯 の場合。この型の成熟する雄仔 の出現の率は通常の条件では10% を越すことは多くないが，

天然の河川では実際の探捕の結果から推測して，もっと多くの割合で現われるように考えられる。

銀化パーの出現

第I図に示されるように・8月に人って怠、に右側に伸びて来た体生長の分布の山は9 月に入って明らかに別個

の群の形成を示すようにその割合は増す。10 月の分布の模様では測定尾数が少いため，右側の山のヰ寺徴が判然と

しないが・ II@ の分布で明らかに8 ． hcm以上の大きさの山が目立っている。この中のH.0cm 以上のものには前項

で扱った若年成熱パーの割合が多いが，その左側の組成分布の主体を構成する所の9 ． 0-11.0cm の範囲の魚はそ

の外観の一般的ヰ寺徴として，体高ヵ嗜 @合に低く，休色は明るく，光線の当リ 具合によっては銀向光沢がかなり強

く認めらナ しる。 しかもウロコはかなりはげやすい傾向を有する。

この様相を呈する也 に対して．久保ぃ966) はすでにHOuston 等 (1963)にならってsilveryparr の名を与

えた上，こナLが翌春のスモルト 呵疾補であると見なした。ここで改めて「銀化パー」の名称を， "si@veryparr" と

あ わせて術語とすることを提案する。その典型的な個体を図版1- C に示す。

このグラフの作製の材料である Iqfif年級の幼什 の池申における飼育の成績は，例年のそれよりもやや劣る傾向

があったため，銀化パーの組成の割合は少く現れているが，飼育の条件が良好で生長が勝れておれば， 11 月ごろ

には引本の50% 以上のものが全長9 ． Ocm を越えるに至リ ， しかもその中の成熟雄仏 を除く大部分のものが体色の

明るい銀化パーとなるのが通常である。

水温，えさとなる水生昆虫類その他の環境の特殊な場合には，10 月， ll月の間に発現した銀化パーの様相はそ

のまま初期あるいは中期のスモルトの状態にまで早目に進行することがある。 しかし-円股に冬季間の水温の低下，

f 食の割仝川田成する場合，その後の銀白十 との現象は停滞しまた時として逆行して銀色がさめる傾向さえもう 
中形および中形の パー

前述のような成熟パーならびに銀化パーの分化が明白となった場合．それ以外の個体は現実には体生長度の上

では中形および」、升フの 個体である。 その外観の上では中形とり、升チの パーは必ずしも区別は容易ではない。また中

形バーのあるものは見かけの上で唯 田Lバーと E 別し難いこともある。 従って中形パー，小杉パーの定義はいささ

かあいまいなものとならざるを得ないが，休生長の分布を目安として―応分けることが出来る。 従って止、 ずしも

最適の名称とは言い難いが，取りあ えず，両者に「中形パー」， "medium-slzed parr 。 ならびに「小杉パー」

'small parr" という，特定の「相」を示す術語を適用することを提唱する。

秋の中形バーでは，一般に成熟するものは見もれないが， 2年目の春以降の休生長はかなり良好で，河川内で 

釣の対象となる大形ヤマべの主体を形成している。また，ある個体は後述のように，変態に類似の特異の様相を

示すという点が注目さ十.る 。 どちらのものもその人部分が2年目の夏には成熟への途をたどるようである。

しかし― 部，特に生長の良いものが，遅れてスモルトの仲間にルnわるのではないかとも疑われる。この問題

は今後の研究にまつ所が多い。

―方， イ、形パーは生長と成熟および変態の前段階のすべてにおいて取リ 残さォLした魚であり，第2図の最下方の

曲線に示さナしる通 リ ，ほとんど体生長の伸びが認めらォLず，端的に言って正常のものよリー年遅れて相の分化か

越るものと言えよう。

第I図でもわかるように池中飼育された魚の場合，これら二つの相に属する魚． の割合はかなり多く，全休の半

ばに達ずることもある。

初期の スモルト への変態の進行

秋のうちにすでに銀色化の兆の見え始めた魚では，水温の著しく低下する冬季間 (12 月―2， 月@) は生長，変態
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の進行が共に―時停滞する傾向が見られる。しかし天然の河川に生息するものは厳冬にあっても日中の晴天時・

水温の上昇の時には摂食活動を続けるために一ヵ女に休表面の銀白4ヒが池中の魚、 よりも与-い傾向がある。

すでに久保u954, 1955) の見たとおり，血中の蛋白質およびアミノ酸の含量の若いイ邸威 ， 林 (1971) の観

察による冬季間のプリン誘導体の目立った減少は低温時の生活活性の低下，それにl半 う核酸代謝の特異な変イヒの

結果ということになろう。

北海道南部では3 月の中頃から魚体の駅臼 イヒが目立ち 始め，4 月に入ってそれが急速に進む。すなわち，この

期の焦 では．外観上，薄いグアニン層の下にパーマークがまだかなり良く認めら十しるが． 光の当リ 具合によって

はかなり強い金属光沢を呈し またウロコはややはげやすい状態になっている。もう―つの有カな廿寺徴として 背

ビレの@頂端が薄黒く染まり， またその末部が微弱な乳白色を帯びることが多い。

しかし一般にこの段階の魚の外観は秋の銀化パーのそ /Lに極めて良く似ており，単にその写真のみを比較した

場合，ほとんど区別し難いことが多 ぃ。

筆者は以前の研究(久保．1965) において。すでにこの段階の魚に「前期スモルト」， "pre-smolt の名を与え

ている。

変態中期の スモルトの様相

一ヵ女に北海道南部では4 月上十 JからR 月上旬までこの状態が続く。すなわち体側のパーマークはまだかなり目

につく傾向にあるが，その上面のグア二ンに銀白色は著しく濃くなる。光の具合ではパーマークも認め難くなる。

しかし体側の紅色帯および尼ビレ， シリビレの下部のうす紅色はなおかすかながら認められる。更に顕著な牛寺徴
としての背ビレ頂端の黒色は相当に濃くなり，もはや末端部の乳G 色はほとんど消失するに至る。休高も著しく

低くなる。

筆者はこの段階の魚に先に「中期スモルト」， "mid-smol ドの名を与えている(久保・ 1965)o

この型の魚の典型的なものを図版1 -D に示した。

変態末期の スモル "トの様相

北海道南部では一般に4 月下旬から5 月下旬にわたってこの段階の仏 が認められる。パーマークはほとんど認

め難い程に体表面の銀白色化は者しくなり，側線部その他の薄紅色は全く消失し，背ビレの頂端剖はあざやかな

浪黒色に染まり， 尾ビレの末端部もかなり異化することがある。 ウロコも極端にはげやすくなる。背部の色もこ

れまでの褐色の上に青味を帯びるようになる。

すでに述べたとおり， このf支p皆に入ると．体生長の伸びは極めて著しくなり，第2図の人い矢線に示されると

おり，他の期や相のそれと上とべてその上リ 傾斜の急であることが注目される。

この様相の典型的な魚、を図版1-E に示した。

筆者は先にこの段階の魚に対して「後期スモルト」， "poSt-Smol ドの名を与えている(久保．1965) 。

疑似スモルトの 出現

後期スモルトが逐次河Jllを去って悔に入る頃，すなわちノヒ 海道南部の河川lでは5月中旬になると， ―見してス

モルトとも大形のパーとも決めかねる様相を呈する佳、が姿を見せ始める。外観は先に述べた前期スモルトにs@ く

似ているが しかしそナLよりも更に―層銀白色が強く，ウロコがはげやすい。体は割合に大きく，同じ場所にい

るスモルトとほとんど差がない。しかしやや体高の高いことはスモルトと異なる牛寺徴の―つである。 地中の魚．

について観察すれば，秋の間に中形パーであったものを区分して飼育した場合にこのような様相の角が多く出現

する。従って， @"@Jll内に見られるスモルト類似のパーも，当初の体生長がそれ程良好でなかったものが・ 春に入

ってから急速に生長が進むためにこのような型の魚、 となるものであろうと推定される。

恐らく体生長の急増進がもっと早く 起るとすれば，スモルトの仲間に加わるかも知れない。

彼等の大部分よ夏に成熟の予想される所の旗魚であり，池中に現れ@たものに関する限り，前年。未成熟であった
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個体ばかりであるが， 自然の河川内の同型の魚が果してすてに成熟したものかどうかは，今後追求すべき課題と

なるであろう。

なお， 池牛飼育によって生じたこの型の魚は，スモルトに上とべて海水適応の姥カ が著しく低いという事実は，

彼等は恐仁，く降悔しないことの―つの例記となりそうである。

筆名はこのようなタイプの魚 に対して，ここで「疑似久 モルト」 ， "pseud0-smolt" の名称を与・ えることを提

唱する。

なお，北海道南部ではこの型の伸 および「退行型スモルト」(後述) に対して釣人は「夏ヤマべ」の名称を与え

ている。

疑似スモルトの典型的なものを図版T -F に示す。

退行型スモ ルト

イ蚤期 スモルトをそのまま池中で飼育する場合，通常の条件の下では， 6 月の後半から，おそくとも7 月半ばに

はその銀白の色相がさめ始めて次第にパーマークが目立つようになり， また背ビレの末部の黒さもあせて，秋に

は全く スモルトとしての固有の様相を失い，普通のパーの状態になる。すなわち初めのパーかもスモルトへの変

態とは逆の，いわば「戻リ」の現象が起る 。 この問題については大野(1933) がすでに指摘しており，正常な条

件の白 然の河Jllにおいては，極めて少いものであろうと考えられるが．下流域の汚濁その他の障害のために降海

を妨げられて，河川内に停滞する場合には，当然このような変化が起リ 得るであろう  

筆者はこのような現象を"smn@t-parr regressive transformation" と呼び， また，その変化の過程にあ

るスモルトに"regressivesmolt 。，「退イ寸型 スモルト」の術語を与えることを提口昌する。

筆者の別の実験観察(末) によると，水位の高い池に魚を人れ，青色．透明のフタ (プラスチック板) をかけ

る場合，このような退行現象を阻止して，年間かなり高い割合でスモルトに銀白相の保持をさせることが可能で 

あ る。 しかも反面において，スモルトを海水に移して飼育する場合，通常の条件の水槽中では淡水の池における

と同じく，夏，秋にはその中の相当数のものが外見 ヒパーの様相を示すようになり， こ nL らの個体の血液中の塩

分が銀白相の魚に比へて有意的に高いことから推して，退イ 元丸象が起ると共に，体内の塩分の調節機能(海水中

では排出) ヵ、@f下するものと見なされる。恐らくストレス(広義の) が介在して起る現象であろうと考えられる。

生長および相の 分化に関連あ る血液性状の 変化

奉安，稚魚期の卵黄吸了直後のものから，幼魚期を経て冬に至る間の当オ幼魚の血液の二三の性状を池中飼育

の魚について調べた結果を第I表に掲げる。

Table. 1 Changes 0f some b100d characteristics correlated with the phase differentiation  
Season StagePhase& Density(sp. gr.)Water (%) content Red b100d (cells/mm') cell count Hematocrit (%) Serum n@ (mg/dl)trogen content

F 1.0335@0.0055'(?)" 90.49@3.5 (11)March

218@ 76(3)F 1.0317@0.0041(12) 89.76@1.29( 9) 915000@ 158000(6) 21.2@4.6(11)May

362@ 131(4)June - July P 1.0358@0.0033(15) 87.96@2.25(10) 1203000+136560(8) 24.4@3.0(9)

467@ 150(9)P 1.0372@ 0.0040(23) 88.06@1.81(16) 996000 @237300( 9) 23.4@3.6(15)August -
Early September

1.0407@0.0023(12) 86.08@1.51(12) 1085600@ 90000(9) 26.0@2.9(8) 452@ 97(10)
386@104(5)

430+145( 5)
390@135( 3 )

Lat三 :ISep7temLber-Joctober[言IP1.0三三三三 0.三三三 9@三三三三 .1三三三 :三三@5@三三三三三三 L三三三三三三三三三三三 :三 、6・?(:・@ 630@141(5)
Late Mid NOvember-December    1.0410@0.0036(15)1.0387@0.0023(9)86.56@1.04(9)88.4I@2.0 (16)1100000,1210000(2)1080000,1090000(2 ) 25.1@Z.1(9)20.8@1.7(?)

 
* mean @ standard deviation

" number of fish
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ここで特に，I年の前半すなわち稚魚期から相の分化の前の幼佳 期の血液の模様について観察すると，一般的

な傾向として， 椎魚、期の初めから9月十旬の幼魚の末期にかけて血液の全ヂ 生白りな濃度の 増大がうかがわれる。し

かし5 月のフライ末期のものの上 ヒ重が， 前の段階のそれよりも低ぃ傾向の見らナしることは注目に値する現象であ

る。 ウロコの原基の形成，行動型の変化に示さナ しるように ・ 恐らくフライからパーへと段階ヵ 移る時の代謝活性

の著しい高まりに対する栄養の補給のアンバランスから起る生理的な不安定の状態の反映のように考えられる。

次いで6 ， 7 H のパーの段階には比重を初めとして，赤血球数． へマトクリット値および血清蛋白質含量が急

激に増大しており・魚体内へ代謝が活発で栄養が良好であることが示される。第I図中の6 ， 7 月の体の生長の

目立-った伸びと結び付けて見ナLば， この時期が当オ魚、 として， I年中で最も体の機能が高まっているということ

がわかる。

しかし8 月から9 月にかけては血液の水分量の増大，赤血球数および へマトクリット値川田成の傾向から判断

すると，魚体全カ生 的な機能の停滞ということが暗示される。実際に休生長の伸びの滞りも見られ(第I図)，恐ら

く夏季の水温の上昇による魚体の疲れの現われとも解釈出来る。

9 月の後半から外観上明臼 にわかるようになる相の分化は・当然・血液の性状の面にも反映する。この模様は

第I表のDP, SP ， P の三E 分の数値の上にあざやかに示され 各相の魚の間の差異は明白である。 しかも，い

つれの場合にも。前の段階の8 月， 9 月の血液よりも濃度が増大していると言えよう。

成熱雌佳 の血液の性状は最も特異な様相を示しており，表中のどの部分の値よりも濃度の高い傾向がわかる。

その高比重，低水分量，高濃度の蛋白質含量は久保 (1961) の報告する成熟前の親マスのそれにも匹商なするも

のである。

銀化パーの血液は成熟雄魚のそれよりもかなり薄い状態を示し またパー(中，」、什チ をあわせた所の) の相に

あ るものは更に―層 薄い血液を有することを示す。

初冬 (11-12 月 ) の銀化パーおよびパーの血液は， 前のF帥皆のものと大よそ同―の状態が続く。

次に，血液の性状の中で特に重要な目安となる浸透圧濃度について， 7 月のパーから季節を迫って錐イヒパー，

更に春のスモ ルトに至る間の変動消長を現わしたものが第3図である。 特別に詳しい観察を行った遊楽音mJl@の魚、
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Fig. 3 Seasonal changes Of serum osmoconcentration of the fish tn natural streams;

0 ---fish Of the Yurappu River, @ --fish Of the MOheji River, A --fish of other

rivers.   
この図で目立っ7 月の上昇，8 月から9 月にわたる低下の傾向，9 月末から10 月に及メ    上向の傾斜およびTI 月

末から12 月にかけての@田成は， 第 I表の地中の魚の血液の全化安 的な濃度の，変動の有様と―脈相通ずるものをうか

がうこ． とが出来る。

なお，この図のicm月半ばの―つの山 は実際に観察される也 の摂食活動の季節的な高まり，ならびに血清のヵル

シウム含量のf田成とも合致していて(IBP-TPF ユーラップ川 研究グループ， 1973) 興味深い。
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スモルト への変態と 魚体の生理的条件の変動

前記のように，外観上かなり明白なスモルトとしての変態の経過を裏付けるような血液の性状の動きについて

は ，すでに久保u955, 1965) が断片的にあるいはf莫式的に表現しているが．ここで改めて具体的に小すと，前

掲第 4図の右側部分のようになる。すなわち，函世宮 郊外の茂辺地川における4 ・ 5 月の冬期のスモルトの血液の

浸透圧の変化が良く示さナLているが，特に前期，中期，後期と分けもれた変態の三段階の過程がわかるのである

 
なお。 このような変化の模様を，同―魚群

に ついて調べることを目的として，自然に近
MID-S

い形状．条件の実験力て路に 飼育したスモルト/*   
の血液の浸透圧@の動きを示したものが第5図

致した変動傾向を認めることが出来る。s ヤ々ヤ 二一二互ぎ二5T であ る。 前掲の 茂辺地)1lの佳 のそ 十Lと良く ―
 

このような浸透圧濃度の動きを強く支配す-0 :@
                  "@¥ @

ると考えらナLる血液中の塩分の消長を吟味す 

も るために持にぬき出したデーターを下に示す。             -@ 8

@ すなわち，三段階にE 分して求めた平た 刀直290

」 UN を眺めると茂辺地)ilの魚。 実験水路の合 共に 1AY MAR

一七生的な傾向として血液の浸遡王と塩分の相Fig. 4 Progress 0f smolt transformation Of the fish
似変動を想定することが可能であるが，対応fn an artificial bro0klet characterized by

する個々 の日時のデータを照合すると，必ずchanges of serum osmoconcentration  

しも塩分が強く浸透圧の上リ 下りを支配」て

いるとは断定し難い。むしろ魚の活動性と代謝に関連のある所のヨ卜 蛋白件窒素化合物．例えばアミノ酸， 尿素の

ような物質の動きについて検討することが重要であろう  

1959年春，茂辺地川におけるスモルトの血液塩分

後 期中 期前 期段 階  ―
5れ6 4/10 4/18 4/22 4/26 4/29 5/2 5/3fi/B

375375S8-:C@ 375 360 385 385 385 395 380

(mg/dl)  ―
375.0386.7376.2平 均 値

1971年春，実験水路におけるスモルトの血清塩分

後 期中 期前 期段 階 ――」"―
 5/235れ3 4/27 月 / 日

124140136125129 135塩分 :Cl

124132133137129 137(meq)
 134142139139 ―――

131 ． 6137.4I31 ・ 8平 均 値

   .39@3.86@S.E. Xt0.05 @3.49

 スモルトとしての変態の進行に伴って， 魚体内に起る生理的変化は，血液の性JXに示される変化と共に，その

?9
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海水に対する適応の強さにおいても如実に現われる。この問題に関して，連年にわたって反復した多くの実験に

おいて，血液の浸透圧，濃度，塩分，カルシウム含量，上t量および水分の消長，変動の型において興味ある結果

を得ているが， 取りあ えずここでその―部として血清の浸透圧調節に関するものを第5図に示す。

すなわち，魚が 海水に危に投入された場合，ある時間後にこでは

12 時間日) にはかなり上昇した浸透圧は，その後 (ここでは36, 39P 寺
PRE-SMOL1

 

間日) に再び低下する。このような」，昇と低減は，生理的安定性の回 
 

復を示すもので， もし，後の低下，回復が見られない場合は，それは

色が海水に良く適応し得ないことの証左となるもノ)である。
―03@@a                  

・捷渕王調節，海水にナすする適応の様式にも色 あ々 り， .3月の前期ス0300 fl  MAYK            
モ ルトはまず適応が不完全と見なされる。4 月の中期スモルトは¥2時  

 間日の浸透圧上昇はやや高いが，その後の低下が明白であり， 5 ， 6

を例証している。実際に実験の過程において? 月の場合には， 魚 は海             "  二                 月の後期スモルトのモ ルトに比べて 著しくないことが場合は 12時間日の牛寺徴で・海水適応の-M昇 そのものが，姥前カの・中期の強いことス

t   /▲ ― -□ □ □ -- ― -□ □  ▲ 
水中でかなり苦しむ傾向が見られ5 ， 6 月の場合@は極めて平静を保ち

 
4 月には両者の中間の状態を示している。 
なお7 月， 8 月の魚の場合，休色が銀白でR月の後期スモルトの様

化， 。。・。    

0 1@ HOLRs 24 363@  V」DAysl。
相をそのまま保っ所のものは。悔水に投入された場合の浸透圧の上月 ・ ， 

Fig.5 Seawateradaptationof 低下回復の様式は春とほとんど同様で，海水に対する適応は極めて良

Masusmolts atvarious 女子であ るが，退行型のスモルトとなったものでは，そのような・浸透圧

の調節や良好な海水適応は見られず間もなく死亡する。seasons; changes of

すなわち，これらの実験結果の示す範囲では体表面の銀白色の度合
serum osmoconcentration

by immediate transfer
の如何は海水適応の強さと密接な関係を有するようであって， 長く 池to full seawater ; each

symbolsshowthemean に留め置かれた奄 でも．銀白相を保っ限り 9月あるいは10 月において

もその海水に対する適応の能力は失わない。value.

焦、の発育に伴う 行動型の変化

この問題は―つの独立した課題として別に詳しくまとめられるはずであるが，ここでは取りあえず， 汐泊@ll,

遊楽部Hlおよび実験水路において観察した結果の極めて概要のみを記す。

4 月から5 月上旬のフライの段階の魚は割合に濃い群を作って流れの緩い瀬に泳ぐが，季節の移リ，体の生長

と共に分散．移動するようになる。実験水路の場合，5 月後半に降下移動するものが多く ， 特に降雨後．水の濁

った時にその現象が目立つ。

6 月以降は個体問の此離間隔が目立って広くなり，大形個体群は流れの上手の下層もしくは物かげに位置する

ことが多く，中 ．小杉個体群は下手の表層に泳ぐような傾向がうかがわれる。

初夏，まだ水温の著しく上昇しない時期においては， 群全体として流速の緩いやや深い場所に上リ下 りし あ

るいは旋回して泳ぐことが多いが，水温が上昇しまた水生昆虫などの而下の多い場合には奄群は比較的流速の

強い深みの上手に定位して摂食を続けるようになる。その後更に分散移動し， 瀬の岩かげなどに定着するものが

多くなる。

秋の末から初冬にかけて， 色 は深みに集まり，割合に緩い流れの中で旋回遊泳する傾向が見われる。

実験水路ではlo 尺 ， n]月に相当高い割合で魚群が降下移動するのが観察さ t@しる 。

自然の河川では冬季間．岸辺や大形の石の間に潜む魚が多いが，しかし厳寒でも日中．崎大時には流れの緩ぃ

瀬に姿を現して摂食する佑 がかなり見られる。

汐泊@llの魚にっいて冬季間の摂食の模様を調べた所によると，初冬にはその胃の内容は夏，秋とほとんど差異

なく．小杉カゲロウ類やュスリカ 頬が多く食せもれるが，厳冬季には夏，秋にあまり利用さt@Lない所のトビケラ

類がかなり多く摂られるようになる。
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廿春，前期スモルトの段階では，かなり強い流れに抗して定位する行動型が見られるが．変態の進行と共に群

の密度が高まり，旋回遊泳型を経て降下移動型へと変って行く。

降下移動の場合一般に日没後数時間に行動することが多いが，特別の障害のない限リ ， 日中晴天時においても

頭部を@fs   ．@tの下手に向けて泳ぎ下るという，かなり桔極的な行動を示す。実験水路においては特にこのような特

殊な降下行動が明確に観察される。

なおこれc，の各段階の間の行動型の変化の著しい場合は．対応する血液の性状にも目立った変動ヵ清甘 めもれる。

総 合 考 察

名称，術語の問題

サケマス類の@知火生活時の色々な段階に関する一般的な呼称として，イギリス，ヨーロッパにおいてはかなり

とくかL， alevin,fry,pan ，およびsmUolt の四者が普遍化しており，現在では半ば術語としても用いられるよう

になっている。

―万 ，魚類一般の幼君のものに適用せらるべき術語としてHubbs(1944) の提唱したものによるとprolarva ，

postlarva， youne およびjuveni@e等があ九 サケマス類ではalevin,advanced fry がpostlarva に相当す

べきものとしているが． ややあいまいな表現である。 それより先，藤田u933) が示した所の，卵黄の有無によ

る二区分すなわち前椎期 pre-larval stage および後稚期 post-larval stage という W十語はむしろ明確な表

現である。すなわち．前者はa@evin の段階，後者はfry 以降の段階を指すわけである。

従って少くもアナトロ マスの生活をしているサケマス類に関しては上記のalevin からsmolt に至る四つの語

が基本的なものとして最も使い易いように考えられる。

なお， 口 本語の「椎魚 」および「幼魚」という話はサケマス類に関しては，これまでの実際の習慣に従うと，

狭義には「利ぱ魚」は alevin と fry を意味し三 「幼魚」はそ /L よりやや長じたものを示すのが妥当のようである。 筆

者はここでは狭い意味の「幼魚」に対して"pan" を ，そして広義の「幼魚」に対してはtry をも含む幼君の魚の

すべての総称として"juvenile"""の語を好適のものとして当てはめようとするものである。

きて，サクラマス幼魚の場合，北海道各地で 用いられる所の「ヤマべ」 を初めとして，季節や発育の段階ある

いは外観に応じて，かなり多くの呼名があり，産業的見地あるいは法規的立場からもある不呈度 整理する必、要性が

感ぜられ，また，生物学的の立場から見ても，多くの段階や相のE 分の必要であることは前述のとおりであり，

ここで何等かの形で術語を検討することは， また―つの重要な問題となる訳である。

「スモルト」の二者を重点的に取リ 上げ，これらを根幹として，今回の取りまとめにおいては，特に「パー」と

別の字句を付け方nえ，各種の術語を作って色々の段階や相の名称として適用しようと試みた。その結果として第

2図にボさ/したとおり，やや複雑な用い方となっていて． それぞれの様相，特徴を示すためには必、ずしも最適の

ものとは見なし難いものもあるが，あくまでも暫定的な用語として提示するものである。

先に各項で示した所の名称，術語をここに総括して整理，B巳ヶ l@し，一ヂ支 に用いもれる多くの俗称の中から生物

学的にも意味のあるもののみを取り仕iして対照的に並べたものを下に示す。

称fi?   

alevin

fry
parr

前期稚魚、(アルバン)

後期稚魚、(フライ)

幼 魚、 (パー)

1arge parr

1

dark pan-

silvery parr

成軌パー
 大形パ 

銀化パー

medium-sized parr 中形パー

 新千

里子，サビヤマべ・脾 ヤマべ

新子
 

"例えば「サケ袖伍 」というように
@ アメリカおよびヵ ナクでは fry から smalt にわたる広い幅の意義をもってJuven@le と young の両者を同じように使用す

ること ヵ    多い ， 例えばHOar(1954) の較文における……… Juvenile Pacific sa@mon ……… のように
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新子ノ]、形パーsmall parr

銀毛ヤマべ， ヒカリ ヤマべ

夏ヤマべ
1

半銀モヤマべ
 

前期スモルトpre-smolt

中期スモルトmid-Smolt

後期スモルトpo 寸 -Smolt

疑@イ以 スモルトpseud0-smolt
退イ寸型 スモルトregressive smolt

ヤ マ べ河川 @残留型パーstream resident parr

すなわち，ヤマべという俗称は，実際には様々 の段階，相およびタイプのものを雑多に含んて。いることになる。

夏の新子ヤマべ (一般には単にシンコ) と呼ばれる小形のものは相分化の以前のパーであり，秋のそmLは銀化

パーを主とし 中形，L、形パーがそれに次ぎ，また時として成熟パーを含む。

春。 夏の犬形ヤマべの主体をなすものは既述のとおり， 当オ魚時代の中形パーが2年目になって生長したもの

であり，成熟パーがそれに次ぎ，また．いわゆる疑似スモルト および退行型スモルトがそ ナLに加わることがある。

また，春には各期のスモルトも広義にヤマへとして呼ばれる。

なお・上掲の―覧表の末尾に記した"stream resident parr" ， (河川 @)残留型パーは，稚魚 幼径 ， 銀化バー

からスモルトに至る主流コースの魚、と 」、形パーを除いた所のすべてのものをあわせた名称であり， 俗に陸圭寸型 ヤ

マべ"と呼ばれるものに相当する。

Vanstnne と Markert(1968) はギンザケ幼魚の変態時の形態的，生化学的変化について報告しているが，そ

の中で，断片的であるがpre-smolt およびpost-smolt のゑ 称を用いてお九 その場合のpre-smoh は筆者

がサクラマスについて示したsi@very parr を含むもののようであれまた post-smolt と呼んでいるものは河

川生活の末期から沿岸生活にかかるものをさすようで，筆者がサクラマスについてpost-smolt と呼ぶ段階の

ものをearly post-smolt と呼んでいる。なお披等がsmoltmnffcoho salmon と呼ぶものは筆者がサクラマ

スでmid-smolt と呼ぶものに該当するようである。 一般的生活史においてギンザケはサクラマスに似ている

ようであるが，筆者白身がギンザケ幼佳 を飼育観察した結果 (久保，未発表) から見ても恐らく当オ也 において

相の分イ とと見なすべき現象が起らず，従って生長様式や生活形もサクラマスと 幾分異っているため，それぞれの

名栴。 術語に多少の差異の生ずることは止むを得ないものと考えられる。しかし何等かの機会にこのような術語

は統合．調整さるべきものであろう。

初期の成長の問題

相公イヒが外見上で明 臼 になるのは北海道南部では9 月下旬―10n  H句であるが，実際にその兆の現れるのは案

外早い時期であろうと推測される。極端な揚今．パーの初期の段階においてすでに本質的に方向付けられている

かも知れない。

原則として雌魚に若年成熟の現象の起らない北海道では，群全体の成長の良否と雄魚の精巣の発達の如何が相

分化の内容を決定する重要なキメ手あ るいは引きがね的な要素の―つとなる可能性が大きい。

実際に第I図でわかるとおり，すでに7 月の全長分布の場合，右側に大形の個体梢@の出現がうかがわれこの

分布はその後，次第に発達してその主体はスモルトの分布の山に連なっていることから考えるならば，相公イbに

先立つ早い時期に体生長において顕著な． - リ 勾配のヵーブを示す魚の大部分は。―部の成熟パーを除いて，後に

スモルトになるものと推測される。

変態の末期の体長があるレべル以上であることがスモルトになる重要な―要素であることはすでに久保(1954)

の指摘した所であるが，実際にはその時の体の大きさが問題であると同時に，それまでに至る生長度の傾斜，換

言すれば生長率の如何が重要な意義を有するものである。 ―方。 銀化パーとは逆に， 雄魚、 として成執した個体は

それまでの生長が持に他を引離す程に良好であったにもかかわらず．その後停滞して，生長カーブが目立って緩

" 二のような名称は厳密には北梅 道ではあまり好適な語ではない。強いて言えば，主として関東以西の河川上流に生息する

所の見かけのとで比較的スモルトの出現率の小さいいわゆる「ヤマメ」のストレインに対して「陸封甲 サクラマス」の名

杓  が与えられるべきものである。 従ってまた．北海道でいわゆるヤマ べに対して「ヤマメ」と呼ぶことも好ましくないこ
とであ ろう。
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くなることは注目せらるべきことであろう。ひとたび成熟した雄什は，その後．ギンケ化の変態をすることはは

とんど見られないという事実かも推測すると，成熟の過程で。魚体内の生理白勺牛引生 ，恐らく内分泌機構に起るあ

る―つの変化が変態を抑えるように働くもののようである。 逆に，銀化パーースモルトの場合には変態を誘導す

る所の体内のある前駆現象的なものが， 休の生長をf足進するように働くものとも推測される。Chartier □ Bara-

due(1959) が二ジマスについて実験し確認した生長ホルモンとギンケ化変態との深い結び付きは，当然サクラ

マスの相分化から変態へと進む過程に対してもあてはまるであろう。

最近わかった事であるが， 粟倉， 阿月田 (未発表) によれば，北海道上水産僻化場， 森支場で育成されるサク

ラマス幼位の場合，特異な環境もしくは条件 (恐らく過栄養の状態) にあるためか，当オ魚の夏の間に見かけの

上でスモルトとしての変態が起 リ ，しかも秋にはそれの退行が始まって間もなくその銀白の相が消失するという

自然条件下では見られない奇異な現象が認められる。このことは当年初期の成長の速度がその後の相分化や変態

に如何に強く影響するかということを例証するものである。 また同時に，このような事実は日本本土の南西部に

おけるいわゆる陸封型ヤマメの生成の要因の中で生活史の早期における過度の生長と変態の退行(もどり ) が何

等かの役割を果していることを暗示するものである。

環境要因の問題

血液の性状の変化，消長にっいてはすでに述べたとおり，発育段階の推移．相分化，成熟あるいは変態の反映

として考うべきP爪@： 多いが，時にはむしろ環境条件そのものの直接の影響あるいはこれらに対応する魚体の生理

学的および生態学的な反応，換言すれば適応の現象として解釈すべき場合が多い。

例えば8 ， 9 月の血液の一舟支的 Z良度の低下の様相を考える場合，I．水温の上昇と共に魚の行動が著しく活発

とな 1) (魚の本来の週期活動も当然考えられる訳であるが)，極めて積極的に水流に抗して上手に向って泳ぐよう

になる。そのため体内における代謝が著しく高まり， 摂食活動の盛んとなるにもかかわらず栄養の補給がとかく

消耗に追い付かぬ結果として，血液の濃度の低下を招来するとも考えられる。2．もう―つの過程として・ 水温

の過度上昇による生理機能そのものの低下が考えられる。すなわちSwift(1961 のbrown trout の生長に関

する観察，同じくSwift(1964@ のWindermere char についての研究の結果によると。正常な呼吸機能とそれ

に導かれる順調な生理条件と生長のために好適な水温域は予想外に低い所にあり， 14C はすでに不適で・実際に

はもっと低い所に適温のあることが示されている。

また北人平洋の沖合の各種サケマスの回遊水域の温度上限は表層において13C の付近であるという周知の事

実も上記のことを裏付けるものである。

サクラマスの幼什 が発育の過程で，生長から変態，そ環境，個体問の相互作用 
水妓留の生活への途をたどるか，二者択―の分岐点に立

外 的 要 因

   

変能 P 移動，降海 内的要因と，環境を主とする外的要因とがどのような形

 
キームをえがいて見た。

一般的な傾向として，恐もく幼魚期の生活の前の段階
 

 すなわち生長から寸 日分イヒナ jよび変態もしくは成熟のはビ

内 的 要 因

  
めの道程に対しては，本来の週期性を王としながらも，過期性，栄養，代謝，内分泌，感覚

エサ生物に関する有機的環境に強く影響される所の内的

要因が大きく働きかけるものと考えられ，―方，後の道忙に対しては河Jl@の物理的，化学的環境を主体とする外

的要因そのものが割合に強く作用するような可首 ml生が推測される。
このように，生長に始まるすべての過程に対して，内的と外的の両方の要因がそれぞすL何等かの影響を与える

ものであろう。この場合，血液 性ノボのような 内的な牛寺 l牛 は相分化，変態等の現象に由米するものの便宜的な目安

として用いられると同時に，環境ぽ把@・ 光の強さ等) を主とする外的要因の反映としても観察さ十している 訳で

あ る。

なお，また環境要因を複雑ならしめるものとして．地理的条件，例えば緯度による光過期，測魁坦期の差異，
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あ るいは雪どけ木，海流，標高差などの影響も無視できない存在であり，これらが二三微妙に組合わさって広義

の環境要因として相分化や変態の過程に介入することも考えらナ しる。 これらの問題はいわゆる「陸封」の要因に

もつながるものとして今後，更に重要な課題として追求せもるべきものであろう。

約要

サクラマス幼魚の生?耕勺 ―年半にわたる河川 l生活期の発育段階の移リ，相の分化および変態の進行にイ寸随する

外的ならびに内的持性の変十し ?肖艮 を主に体生長の問題に結び付けて観察した。

これまであまり明確て 。なかった各期， 各相の定義と術語について整理し，二三の提案を試みた。

 秋に起る相の分化はそれ以前の体生長の良否に強く支配され， しかもその後の生活形を方向付ける重要な意義
 
を有する。

スモルトとしての変態の進行は外的には体色の銀白イヒに牛寺徴 付けられるが，更にまた背ビレ ならびに尾ビレ 末

端の異化の現象も重要な目安となる。

生長，発育段階の推移，相分化および変態の進行によって起る外観-との変化は内的には血液の@生メ 人の変動，消

長を伴い， 特にスモルトとしての変態の過性では特異な変化ヵ弔められる。

摂食の型・ 遊泳行動の型および移動習性に対しても，生長から変態に至る過程の動きが反映する。
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Explanation of plate
Typical fish tn various stages and phases  

A Parr
B Dark parr

C Silvery parr
D Mid-smolt
E POst-smolt
F Pseud0-smolt
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