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Abstract

"Masu" salmon varies from other Pacific salmon species ;n being geographically restricted to the

south western Asiatic region of the NOrth Pacific Ocean. HOwever, "Masu" salmon ts Of considerable
importance t0 the offshore and inshore fisheries of northern Japan  

In northern Japan "Masu" salmon spawn ;n numerous small coastal streams and in the tributaries

Qf larger rivers, and the fishing intensity ;n various regions ;s not consistent. FOr these reasons, the

determination of total stock size 0f "Masu" salmon is very difficult. But, the average annual cafch

;n HOkkaido is estimated at about 1. 2 million fish  

The fry emerge from the redds, between late March and early May and remain In scho0ls ln

relatively calm water along the river banks or in po0ls, avoiding areas 0f rapid water. They passively

move or are "washed" downstream during the period Of high water from melting snow and remain

in po0ls below riffles and shoals, Or depending ou their size and condition, may enter and establish

themselves in the riffles where the current is quite strong. Occasionally, some uf the fry may again

move upstream  

Such a life pattern ts commonly followed between mid-June 0r early July tu September during

which time they grow rapidly and reach almost the same size 0f seaward migrants the next year. It

has been observed that the parr tend to shift downward from September tu early October when the

water temperature becomes low and the freshets of high water caused by precipitations occurs  

SOmetimes they move t0 a tributary with relatively high water temperature  

From summer to autumn, the changes tn the body form and coloration Or "phase diffesentiation"

occurs ;n the juvenile  

These phenomena are closely associated with the variation 0f life form, especially smolt-transfor 

mation The body size and growth type might de important factors concerning both the phase

differentiation and smelt-transformation At this stage of life, external differences are apparent

between sea-run and resident fosms 0f juveniles. Sea-run form juveniles become elongate, rather

slender, with a slight tinge 0f silvery white on the surface Of the body These are the silvesy parr,

which will become smolts next spring and they predominate ;n the group. Resident parr have a
greater body depth, generally more "stumpy" ;n appearance, and some Of the males (precocious)
gradually become darker with light pink stripe along the lateral line The immature parr (sea-run

form) in upper stream and small tributary, however, tend to differ from the silvery parr 0f lower 
木研究は昭和39. 40 ． 咀年度農林水産特別試験研究費補助金ならひに昭和48. 49 ， 胡年度支部省科学研究費補

助金 (総合研究―A) による所か多い。

。 北海道大学水産学部，セ飯養魚実習施設研究業積 第 13i号

北侮道さけ・ますふ化場研究業績第2fi4 号

 



北海道さけ・ますふ化場研究報告 第34 号

and main stream ;n their coloration and behaviour pattern. Their body color tends t0 become

slightly yellowish, that ts  similar to that Of the dark parr.

During the winter months with  gradual decrease ;n water temperature, they take refuge in areas
under bamboo grass, ro0ts of trees, and dead leaves tn the river.

After the overwintering period, as the season advances the progress of smolt.transformation

becomes distinctive, the gradual blackening Of the dorsal fin tip and caudal fin end can be observed

with the silverization of body surface, tn southern HOkkaid0, the smolts start t0 move actively down-

stream tn scho0ls when the water temperature rises between mid-April and mid-May, resting suc-

cessively from po0l to po0l on their way t0 the sea. In northern and eastern HOkkaid0, this

descending movement occurs between late May and late June.

The smolts which have entered the sea  gradually  leave for offshore waters moving in the
direction Of north-east after a comparatively short stay in coastal waters.

Although, "Masu" salmon are almost absent ;n inshore waters from July to early September,

results Of the smolt-tagging experiment clearly indicate that the extremely rapid growth is made

during the inshore Of offshore migration tn summer.

From late September, "Kuchigur0-masu" as young salmon appear ;n inshore waters, probably

migrating southward and westward, stay as "Kan-masu" during the winter season (from December to

late January), mainly in coastal waters of southern and western areas Uf HOkkaid0. Then, they

move southward ;n early spring (February and March),, and ;n late spring the northward migration

Of "Haru-masu" (so called "Nihonkai-masu" in the Japan Sea) begins.

  Generally  speaking, tn HOkkaid0, ripening salmon enter the river tn May and June, and spawning
Occurrs usually during late September and October at the upper streams. In several rivers of

southern HOkkaido flowing into Tsugaru Strait, the "autumn" runners appear ;n late September and
October, and they tend to spawn at the lower reaches Of rivers.

The various developmental stages and the phases Of "Masu" salmon are basic problems tn studies

Of the life history.

and Each the reaction stage is and characterized, response 0f by the the fish external tU various appearance, environmental growth 0f factors.the body, the behaviour pattern,
The stream life Of Juvenile ts divided into the larval period, parr life and smolt period. Als0,

the ocean life Uf young  salmon and the stream life Of ripening adults were respectively divided to

many stages 

The periods from the phase differentiation to the smolt-transformation are very important and

critical tn the life history 0f "Masu" salmon. The arrangement 0f the nomenclature concerning the

differences and process Of variation Of life forms and stages at these periods can de formulated as in
the following schema.

Studies up various physiological aspects which are possibly related with the observed variations

in the life forms were carried out. These showed significant fluctuations ;n some b100d characteristics

Qf the fish during the parr life. Als0, tn early winter both the osmotic concentration and calcium

content 0f serum 0f fish tn the upper stream were found to be higher than those uf fish ;n the lower

Or main stream.

The above variations and associated differences 0f the life forms might be uf particular @m-

portance  towards better understanding of the geographical distribution and possibly could explain

about what @s so called land-1ocked stock.

In genera1, the osmotic concentration and chloride content 0f h100d Of fish tend to relatively

decrease at the early time 0f smolt-metamorphosis. In the middle part Of the season,  4s the fish

become more silvery, these concentrations markedly increase. HOwever, in the latter part of smolt

period, when the smolts are about to descend actively to the sea, the osmotic concentration 0f b100d

decrease again. Likewise, in this stage, the chloride content, urea content, amino acid content and

density Of b100d also tend to decrease. Inversely, the total nitrogen content, lipid phosphorus content,
and water content 0f b100d tend t0 increase.

The elevations ;n the osmotic concentration, chloride content an dthe concentrations 0f some other

characeristics Of b100d 0f "Masu" salmon migrating ;n coastal waters Of HOkkaido are not so marked.

The osmotic concentration 0f b100d Of smolt which has been slightly raised once after entrance
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into the sea in late May tends to decrease shortly afterward.

Als0, the osmotic concentration, chloride content, density, and serum nitrogen content Of young

salmon b100d during inshore migration in autumn and early winter are relatively low.

As to the salmon which have passed the winter in the sea, fn early spring (January, February),

the osmotic concentration 0f b100d is found to be comparatively low, but tn late spring (Apri1, May),

tt ;s significantly elevated. When the salmon approach the estuary, this Is found to decrease again.

Changes Of the water content and the density of b100d are possibly related t0 the changes tn the

osmotic concentration of b100d. Therefore, the reduction in the water content and elevation of the

density before the entry into the river are remarkably conflicting with the decrease in the osmotic

concentration.

There may be no direct relationship between these two characteristics and the osmotic concen-

tration Of b100d. As for the changes Of the chloride content of b100d, the increase at the first
beginning Of inshore migration and the decrease before  the ascending migration are noticeable.

On the other hand seasonal changes in osmotic concentration and some other characteristics Of

"Masu" salmon b100d during upstream migration were studied. At the beginning Of the migration

when the fish stay in the lower part of a river, the osmotic concentration of their b100d ;s slightly

high, but ;t tends to decline, as the season progresses and the fish ascend the river. Then a temporary

rise ;n the osmotic concentration Of b100d occurs tn the fish whose sexual products are developing in

preparation for spawning, and finally the osmotic concentration Of b100d falls markedly in the fish

which @s ready for spawning.

The chloride content Of b100d shows the same fluctuation as that 0f the osmotic concentration.

An apparent inverse correlation between changes of the density and that Of the water content of

b100d were traced. These two characteristics may bear no direct relationship with the  osmotic

concentration and chloride content Of b100d. In contrast with b100d 0f the inshore-migrating fish,

that 0f fish during up-stream migration shows relatively high density and low water content. HOwever
the b100d of the ripening fish, shows reduction in the density and low water content. In the b100d

Of the ripening fish on the other hand the reduction tD the density and the increase t0 the water

content were obvious.

These changes 0f the density and the water content Of b100d may be induced by changes in

protein content and some other biochemical characteristics Of b100d.

Electrophoretic analyses of serum  proteins by means of filter papers and cellulose acetate

membrances were made. With the progress Of developement associated with time, significant changes
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in both the amount and the separation of each region fn the electrophoregram 0f serum protein were

Observed..

At the time of rapid growth under faverable conditions rn summer, the relative concentration of
"A" region (corresponding with albumin) ;n serum of juvenile tends to rise fairly, and also the clear
separation from the other region (corresponding with globulin) was observed. Similar features
appear fn the case 0f serum Of advanced "Haru-masu".

It seems that the reduction  of amount of "A" region and the occurrence of "G" region consisted

Of many components ;n connection with smoltification and seaward migration.

The b100d volume of fish reared under the pond conditions was fairly lower than that of same

sized fish collected from natural stream. This fact suggests that the pond-reared fish are not as

healthy as the wild fish, probably as a result 0f suspected anemia.

The osmoregulatory adaptations 0f smolts and the other phase fish were also examined.

rn spring, the salinity tolerance of smolts becomes .higher &s the process of metamorphosis
progresses, particularly, silvery post-smolt can withstand abrupt transition from freshwater to sea-

water. And they are able [o 4e artificially reared harmlessly for a long period. HOwever, the
ability of sea.water adaptation of pre-smolts and small sized smolts are not 9o high. While, those 0f
dark parr and pseud0-smolts are very low, and they can not survive 2 days. The features Of their

sea-water adaptations are indicated by changes tn osmotic concentration Of b100d after transfer into
sea-water.

Furthermore, the fish keeping silvery phase in summer and autumn are able to adapt samely to

sea-water as smolts in normal season Of seaward migration.

When the "Masu" salmon smolts are obliged to be confined in ftesh water, a regressive trans  

formation often occurs. As the season progresses, the features Of smolt characterized by a silver

coloration of the body and a black coloration Of the dorsal fin tip begin t0 disappear. As such ;n

summer (July and August) the external appearances 0f fish resemble those 0f stream resident parr  

In autumn, some male fish become sexually matured, and in the next spring a considerable number

of the immature fish performs the second smolt-metamorphosis. The degree Of capability Of their
sea-water adaptations tends to be reduced, while the fish maintaining the silver phase as smolt can

tolerate immediate transfer from fresh water to sea-water even rD October. Als0, @n artificially

reared smolts r0 seawater for a long period, the same regression as those in fresh water occurs.

r0 this case a significant elevation rn concentration of b100d of the regressive fish were indicated

from osmotic concentration, chloride contentration, chloride content, density, protein content and
calcium content in contrast to that of silver phase fish. Regressive fish reared in sea-water tend to

mature the following year. Blue color treatment (rearing by the blue tank and blue cover) to the

smolts can maintain their silver phases effectively. This special phenomenon that occurs in the

"Masu" salmon smolts may be a kind 0f physiogical adaptive strategy t0 the reluctant fresh water life.

Estimates of the energy metabolism by determining the oxygen consumption of fish at various

stages and phases were conducted.

Seasonal fluctuations 0f the standard metabolism were not traced also there were n0 significant

correlation between metabolism and pattern Of growth.

But, there was a correlation between standard metabolism and water temperature, the values for

smolts were slightly higher than those of parr.

It was noted that the ratio of the active metabolism to standard metabolism in fish during their

stream life was not so high. This was further estimated from the determination of excreted ammonia  

nitrogen.

MOreover, the daily growth increment per fish. per day ;n relation to the calorific content 0f the
main fo0d items which "Masu" Salmon utilize tn the wild life have been concluded. This was used

for estimating the minimum energy requirements for both growth and metabolism.

In conclusion concerning seaward migration, there are many environmental factors which might

control the process of smolt-metamorphosis. Though photoperiod may be of special importance, the
ecological and ethological changes  0f the behaviour patterns (reaction to stream current, scho0ling

reaction...) are involved. Therefore, the descending migration fs not a passive drifting movement,

but a possitive downstream swimming characterised by a negative rheotaxis and scho0ling reaction.

MOreover, there are preference t0 some environmental factors (temperature, light and salinity)

4
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for the physiological regulation Of descending movement Of smolts. These responces and reactions

probably stimulate the rapid adaptation to sea-water 0f smolts in estuarine waters, their entry into

coastal waters, and getting on tidal and ocean currents.  
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論寸I， 緒

サクラマスOncor 乃/刀 chus masou はサケ科，サケ属の中の―種てあり，いわゆる太平洋系サケ類の―つてあ

るが，他の北洋五種*と呼はれるものか北太平洋の遠洋侮域に自遊，分布するのに対して，サクラマスは主とし

て北部日本，千島列島，樺太，カムチH ，ヵ半島の南部，オホーノク ，沿海州 ，および朝鮭半島の東側の沿岸，

近海の比技的狭い範囲に分布，回遊する事が特徴的てある。

なお，その淡水生活型の系統群の分布は日本本土の南西部すなわち宮崎県にも及び， 更に台湾の―部(大中渓)

にも生息している(大島，t957)-

従ってサクラマスは北洋漁業の対象とはなっておらず， しかもその魚獲高については日本国内の公的機関によ

る 賀料を欠くため(―般にカラフトマスと混合表示)， 正確な数字はつかみ難いか，三原・佐野(1953) による

と北侮道ては多い年て 400 万尾を越す事もあるか，平均してI年当りI20 万尾内外と推定されており， 今田等

(I552) によると北侮道の西部ては初冬から―本釣か行われており， 従づて北侮道． 東北ならぴに北陸地方の近

侮の 碑 業にとっては重要な魚 種の―つてある。 また，地域によっては，いわゆる陸封型のヤマべ・ヤマメとして

内水面漁業(増殖も含め) および遊魚の対象として―般に強い関心が持たれている。

更にサクラマスは太平洋系サケ煩の中ては特異な生活様式を有するもので， 何州生活期の幼魚の生活型の変異
 

と ，外部環境に対する適応性の問題て生物学的口も多くの興味ある話題を提供するものてある。

ノ 連邦の各地のサクヲマス (シーマ，ノ，マ) に関する研究もかなり多く ，セムコ(1956) の 西カムチャ，力

におけるノーマの年令組成，成熱，食性および倭小型の存在についての研究， ト グイニン(1956) のカラフトに

おけるノーマの生長，年令および産卵習性などの研究，プラウティノ(1949) の概説・ ス ，ルノフ(1962) の繁

殖生態に関する研究のほか，ク U フチノ(1962) の 阿州生活期に関するかなり詳細な研究があり，生長，食性，

呼吸，回遊移動の問題および発育段階にもふれている。

それにもかかわらず，河川生活時の幼魚の生理と生態の相互の関連性特に血液性状に関するもの，降侮時の環

境に対する反応，産卵年令，産卵期を果にする色々 の系統群のそ河産卵の実態および淡水残留いわゆる陸封の現

象の機構なとになお不明の所か多い。

最五，筆者(久保，1974) はこれまでの諸研究において取上げられたサフラマスの幼魚の発育段階や生活型に

ついての定義付けや，術語について整理を行うと共に二三の提唱を試み， 夏から秋にかげて起る ，いわゆる「相

分化」に伴う血液性状の変動，差異に注目し特にそれら 幼魚の中の主体を占める「スモル斗銀化/ 寸 メー」が翌春の

トの候補者てある事を明示し， 彼等の生後I年半にわたる血液性状の―般的消長について示し，またスモルトの

侮水適応能の―端にも触れた。

木研究てはそのような考え方をサクラマスの生活史全体にわたって拡げ，発育段階のE 分，設定ならぴに定義

を行って． それぞれの生態学的特性を明かにしようと試みた。

また，生理学的特性を示すものとして重要な血液の性状について各段階の移りと関連して検討し． 特に秋の相

分化の時ならひに春の銀毛化変態の過程におげる特徴的な変動の模様を詳しく調へ， 更に銀毛化変態の末期すな

わち降海の時に―段と強まる所の浸透圧調節機能の究明のために，スモルトを主とする海水適応に関する実験を

行った。

なおまた，サケマス頑共通の問題てある「陸封」の要因とも係り合う @戻り」の現象について色体の外観と血

液性状の両面から検討を試みた。

付随的な研究として各発育段階における酸素消費量に基く 代謝量を調へ，仏生長の基礎および生息環境の生理

学的，生態学的意義の問題にも触れようとした。

このようにサクラマスの生活の色々な側面からの総合的な取まとめによって， 彼等の生活の実態をより明確に

し，その増殖，保護の基礎を固めようとするものてある。

研究の材料は可及的に河川および沿岸水域て自然主后 をしている魚を用い，それらに見られる現象を側面的に

例証するために池中ならびに実験水路に36@@'て 飼育された魚 についても観察した。

斗 サケ，カラフトマス，べ二サケ，マス ノスケおよびギンザケを指す漁業 Lの名称。
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研究の期間は大よそ・ 1951 年春から現在に至るもので，

SUT    幼魚期の材料は主として北海道南部の数河川．根室方面

iio の―二の河川において採捕し，沿岸水域のものとしては

。"" 刊主として函館周辺，釧路沿岸，網走沿岸および石狩川河 soUTH[RN
円Kwl 凹

巾側00 で・ 咋MRo

 

43o

口 域のものを用い． またそ河後のものは北海道さげます 
主な材料採取地点を示す。

行して行い， 特にユーラ，プ川上流域における調査は

JIBP-PF  のユーラップ川研究グルーブ， 焦、 類班の調査

に付随するものが多い， 
突験的飼育の大部分は北悔道人学水産学部七飯養魚実

習施設で行った。試験地として主に大ぎさ約 I． 7mX

4・ 5mxo ・ 9m のものを用いた。この注水量は毎分別)f Ftg ． I MapShowingSamplingStations

内外であった。また人工的に小川Q 状態を再現した実験

水路は長さ30m ，幅約 tm ，深さ約0・ 5m ，流水量毎分700f 内外であった。水温は池，水路共 0。C (厳冬)

―ェ9。C (盛夏) の範囲内にあった。

各種の突鹸装置の仕様なちびに血液の分析，測定の方法等の細部はそれぞれの章において記述する。

II・ 生活史と休生長の 概要

サクラマスの生活史そのものについては，かなり早く大野 (I933) の 勝れた論文があり，また，佐野(1950)

は―般的た解説の形てその記述を行い， 更に田中(1963) はその生物学的知見全般について日本およびソ 連の多

くの文献を要約して論述している。これらと筆者自身の観察，考察の結果を併せ，そのアウトヲ インを以下に述

べる。それに関連して生活史全体を通ずる体生長のあらましについても触れる。

サクラマスの生活史の中のそれぞれの発育段階に対する名称と定義の詳細は次の第2章において TabL 1-a

およびTable Lb として示される所であるが，本文全体を通ずる―般的論述のため，筆者独自の立場て 用い，

覧表)しかもまた，他のサケマス頬にも普遍的に相通ずるような述語を列記して説明すれば別記(次ベージの―

の 通りとなる。もち諭これらの―部は Table I の内容ならびにその説明と重複する。  

通常，ふ化後腹部の卵黄を吸収した後期稚魚、(フライ ) は春から夏の水温の上昇とともに体内の諸機能の活性

が高まり，体生長ぽ急速に増大するようになり，自然状態ては幼魚 (パー) の段階に入る。この頃から魚 は河川

内の流れに抗L ながら活発に摂女して急速に生長する。そして秋から初冬に至って生長の伸びは鈍化して冬期間

ぼ停滞するという典型的な S 字曲線的な生長様式を示し春の訪れと 共に再び生長へと進む。この時期にぼ降

侮前の銀毛化変態が完了した魚の生長は著しい(久保，1974) 。

このような生長過幽こついて，池中て実験的に飼育した結果 (1966 年4 月 ～、1967 年5 月@) を示せばFig ・ 2 の

通りてある。 図示されるように5 月， f月の稚魚から幼魚の段階にかかるものは体生長の変共の幅も狭く，比較

的単調な正規分布が想定されるか， 6 月下旬頃から急激な生長増にともなつて，変異の幅が広くなり，全長の分

布のモードも二つ以上出現するようになる。更に体4 長の分布の広がりはH 月に入って著しくなり，特に右側

の 山の割合が目立つようになる。しかし3  ヵ月後の2 月の分布の形状は冬期間の水温の低下・ 摂餌活動の不活発

による生長の停滞によってH 月のそれと大ぎな差異は示されない。このような状態も4 月下旬―5 月上旬にな

ると全長14-15C 日のモードをもつ群と 10cm 前後にモードをもつ群に明らかに区分される。右側の 14-15

Cm をモートとする群は実際に中- 後期スモルトによって形成されており， 2 月において10-HCm であった

ものが生長したものと推定され，2 月の 7． 5Cm のモードのものが5 月のmcm のモード群となったと見なさ

れる。すなわちスモルトになる魚の生長曲線の傾斜は駕く程 急であるといえよう 
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幼佳、 (広義の) nluvemle ， ジュ ビ ナイル@  

稚魚(@arva ， ラー，，): これは通常次の二段階がある。

前期稚魚(alevin，アルパソ*: 卵黄を有し・天然条件下でまだ立た砂礫の下に潜むものの名称。

後期稚魚(fry，フライ*: 卵黄吸収の後，浮遊し流速の緩い平瀬で群泳，摂食するものの名称。

幼魚(parr ，パー*): 厳密には外見上これの初期のものと後期稚魚、との区分が難しいが，ウロコの山塊，

体長および活動性の増大を汀安として分ける。
銀化バーィsilvery parr):通常秋の初め， 体がやや細長くなり，銀白化の兆の見え始めた幼魚の名称。

黄化パー(yellowishparr):銀化』―と同じ生長，外形のものであるが，秋以降黄色を帯び， 主に上流

域で越冬する幼魚P 名称。

若年成熟雄魚、 (dark parr ，ダークバー *: これは厳密な定義では幼魚ではないが， 当才魚にも 往々出

現する早熟の雑魚の名称。

スモルト (smolt): 通称ギリケヤマべと言われるもので， 降海前のいわゆる銀毛化変態の過程にある幼

魚の名称。これには当面，次の三区分が可能である。

前期スモルト(pre ，smolt): まだ上流部におり， 銀毛化初期のもの。

中期スモルト(mid-sm。It):銀毛化がかなり進み，徐 に々降下するもの。

後期スモルト(post-smolt):銀毛化がクライマックスに達し降下行動が 明かなもの。時として降

海後の沿岸回遊中の魚にもこの名称を用いる。

疑似スモルト(pseud0-smo@t，半銭毛ヤマべ): 銀毛化変態が完全に進行せずに珂Mc 滞留する魚。

退行型スモルト(regressive-smolt，戻りヤマべ): ―たん銀毛化してスモルトとなった魚が何等かの原

因で銀白相がさめ，再ぴパーの姿となったもの。

河川残留型" ― (stream resident parr ， ヤマべ ): 降海の機を矢って終生河川に残るようになった魚

で，幼魚，銀化" ― ，およびスモルトを除くものの総称。

成魚 (広義の): いわゆるマスとして漁業の対象となるもので，生殖巣の熟度の如何を問わずこの様に呼ぶ。

準成魚:初冬の候，接岸するいわゆる「口崇」ならびにI 刀 ， 2 月のいわゆる「寒マス」 で，成熟のま

だ 進まぬものの仮称，従ってあまり普遍的なものではない。

成魚:―たん南下し， 再び北上し， 更に接岸回遊するものから，河川にそ上し，産卵期に至るもののす

 べてを含む魚の名称。   
* 本文中必要に応じ仮名書きで表示した。

 

 
切 

FREQUENCY         
Fig. 2 Growth rate represented by the frequency distribution

Observed On pond-reared fish (from Kub0, 1974)

 



北海道のサクラマスの生活史に関する研究

      

1ST YEAR
に従って，そのこのようなサクラマス変化範囲が拡大し幼魚の仏生長は，―本の生長カー時間を追う 十

2ND YEAR

ブ で表示することは困難である。 このような体長公

態，色彩その他の特性においても異る別個の生活型 分化の如何に強く影響し，その後の複雑な生活史の

方向を決定する素因として重要な役割を果すと判断 JAN  

される。そして―定レべル以上の体生長に到達した MAR  魚は群の主流として銀毛化変態へのコースをたどる
MAY  ものと考えられる。

次にサクラマスの生活史全体を通ずる生長につい JUL  セ・。。"  て ，北海道南部の代表的河川で得られた資料に基い
SEP.

て 幼魚期の体生長と更K@引続く海洋生活期ならびに

河川そ上期の魚の体生長を合せて示せばFig ． 3分の NOv 

JAN  
通りとなる。この図では夫々 の重要な時期の体長の

頻度分布を分布折線によづ て表示した。  この図で明かなように唯魚．として浮遊した後の約 M如

半年間は前掲のFie ・ 2 に示された養魚池におげる M州

結果と同様，体長の分布の幅が著しく狭く，モード 

の峰も卓越している。しかし季節の推移とともにこ JUL  

の形状は次第に崩れ，6 月下旬のものでは分布の幅 5ER Spawni                                                             
   20 30 w 50 60 70

は口立って広がり，モードの山が低くなり，更に季

TOTAL LENGTH (cm)節が進んで来ると壬―ドは二つ以上出現するものの

Vig. 3 Graph showing growth pattern 0f the "Masu"ように見受げられる。
salmon Ln HOkkaido throughout the life cycleこのような生長の特性の現れる時期は北海道南部

で ほおおむね7 月から8 刀n の初めであり，更に―層明確となる8 月末―9 月初めには，いわゆる相分化が起り，

群の主体を占める大形のパーの中で，初夏の間にすでに特別の生長を遂げていた雑魚は性成熟の兆を示し，その

後は体生長の停滞を示すと共に9 月半ばには放惰するようになる。その他のものは体色が僅かであるが銀白化を

始めH 月に至るまで生長を続ける。これは後述する「銀化" ―」 で翌春のスモルトに連るものである。 もち論，

地中の場合と同じく体成長において遅滞した中，小杉個体も少くない。

冬季間は相当の割合のものは越冬状態に入り，生長ほほとんど停止し体色も 暗黄色化の傾向を示すが，―部

は銀毛" ―の状態を保ち，摂食と生長を続ける個体も少ない。

春季の銀毛化変態が進むと，全体の中の主流群は前述の池牛飼育のものと同様，急速に生長し，銀毛化変態の

末期には全長10-17cm の範囲，全長のモードオ4, 15cm の仏生長を遂げる。

降海後，沿岸回遊中 ，更に急速に生長し，5 月末―6月初めの測定値では14-%Cm の全長となる。

その後の海洋生活期における回遊の問の魚体は観察できないが， 後述のとおり， 7 月上旬根室沿岸ならびに9

月半ばに枝幸沿岸で再捕された標識魚の例，およびI 月初めのいわゆる「日黒マス」の生長を見ると，この間の

体長および体重の増大には驚くべきものがあり * ．この頃の全長の範囲は33Cm から 57cm におよぶ。

「 口黒」からI刀 ， 2 月のいわゆる「寒マス」への体長増はそれ程目立たないが， 3， 4， 5 月と再び生長カーブ

。 大部分は筆者自身の測定によるもの。―部は北海道さげますふ化場の資料上り引用。

** 1976@5@14 ， 厚沢部川で放流，197f-99-l0，枝幸で再捕の場合，平均I． 9mm 旧の増長，平均4． 9R/d の 増重

B ・ L. : 13.0cm ->35.0cm

B ． W.: 25cP 600g
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は上を向き，そ河前の魚体の代謝活性の高まりを暗示する。

5 月下旬，・ 6月下旬のそ河の後も暫くは河川内で生長をするが・7 月下旬以降の体長増にはほとんど見るべき

ものがない。しかし9月からIn 月に至る牽刃卜期の魚の全長には図示のとおり50cm 未満のものから70cm 以上

のものにわたる変化範囲が見られる。

III ・ 発育段階の区分とその 生態学的特性

サクラマスは他のいわゆる北洋5種と異って回遊，分布が割台に狭いと言いながら，極東水域に広く見られ，

しかも日本木土内においても体の形質の変異，生活型の分化に関連して色々の地方的系統群が存在し，近年内水

面漁業で重要視される在来マスの―つでありな ．がら，各発育段階の名称の混乱に悩む場合が多い。また時に魚市

場等で同―名称のためカラフトマスと混同される場合も多い。

この機会に発育段階の区分，定義および名称の整理のため―試案を提唱する。

I． 材料および方法

この問題に関する材料および力法は前章に示される所とほとんど同―である。

果2． 桔

l@)。 河川生活幼魚期の発育段階

すでに述べたとおり，自然状態におけるサクラマスの生活史は原則的には3年に充たないものであるから，他

のサケマスめ比べてかなり短いものと言えよう。しかしその反面において，形態的にも，生態的にもまた環境に

対する生理的反応においても，短時日の間にかなり微妙な変化が見られ，特に河川生活の末期にはその後に来る

べき海洋生活に対する事前の準備とも言うべき特異な様相が示され，魚体には外的にも内的にも注目すべき変

化，―般的には銀毛化変態といわれる現象が起る。

しかもこ．の絡・末の 降海はちょうど時間的にも生活史全体の約2分のIすな十 コち I年半に当るので考察の便宜

上，これまでを生活史の前半部と見なしてこれを幾っかの発育段階にE 分する事を試みた。

サケマス類の淡水生活時の呼称としては外観や大きさに応じて古くから多くの名称が用いられて来たが，学術

用語，事業的な用語共にやや不統―の嫌いがあり，それらを術語として検討し整理配合することは，生物学的立

場はもち論，社会経済的な面でも必要なことである。 今，ふ化から降悔直前の変態末期までの間を生理生態学的

な見地から区分すればTable. l-a に@示される通り， 9区分となる。勿論，これらはあくまでも便宜的な， しか

も人為的なものであり，今後の研究の進展の結果として， より―層適切な区分が期待される。

Table 1-a Various stages during the stream life Of juvenile
         

STREAM LIFE OF JUVENILE 河川 @生活幼魚期

LARVAL PERIOD 稚魚期

  Alevin stage 椎承前期                                                                                        

 F 。 y stag 。 稚魚後期                                                                                           

PARR LIFE 幼魚 C， 。 ― ) 期

IllEarly parr stage 幼魚初期                                                                                 

Advanced parr stage 幼魚中期                                                                         IV

 Late parr stage 幼魚後期                                                                                  

VIHibernating parr s血 ge 越冬期                                                                          

SMOLT PERIOD スモルト 期

VIIPre-smolt stage スモルト前期                                                                         

vmIT Mld-sro0lt sace スモルト中期                                                                         

TXPOst-smolt staee スモルト後期                                                                             
?0
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A ． 稚 魚 期

この期の二E 分は卵黄の有無によって区分した藤田C1933)が示した前椎期 (pre ，1arvalstage)および後稚期

(post ・ 1arval stage) とほとんど同―の意味で稚魚前期(アルバリ期) と 稚魚後期 (フライ期) で表現した。

これはョー p ッバのサケマス類について古くから普遍的に用いられている語，すなわち卵黄を有し，砂礫下に

潜む稚魚の名称「アルバン」，卵黄を吸収し終って浮出 ， 遊泳する稚魚の名称「フライ」をそのまま準用したも

のである。

北海道商郡の渓流においてフライの出現する時期は早いものがI 月末から見られるが，多くは3， 4 月である。

そして出現の遅い北海道の北部域でも5 月中頃までには椎角、 として流れの中での生活に移る。この時期@・稚魚は

比較的流れの緩い (流速 10-25cm/sec) ，水深20cmm  内外の平瀬で，小さな群を作って流下する水生昆虫を求

めて生活する。なおこの時期にほその後のバーの時代に顕著となる縄張り行動はまだ認められず，時として降悔

するサケ稚魚、と混じり，あるいは越冬するウダイの幼魚などと共に行動する場合もある。 また不時の増水によっ

て下流への分散や， 時としては「押流され」以外r@[@@,積極的な降下分散も起ることが認められる。

B ． 幼 魚 期

ここに用いた「バー」の語も，前項の場合と同様ヨーロッパのサケマス類のそれを準用したが，ヨーロッパの

場合，気候の寒冷であると言う地理的条件のためか， フライの段階から" ―の段階に移行する時期は意外に 遅

く ， 夏の終り頃であり， まだウ p コが出現せず， その体長もかなり小さいようであるが (Mills, 1971 およ．ぴ

Menzies, 1925) ，このような見地に立つと，筆者がサクラマス幼魚に関して初期の段階のメーと見なじた魚でよ

うやくウロコが出現し，カルシ

PSEUD0- DARK PARR

フムの代執本らぴに呼吸量に有

意的な変動が起 り ，活動性が―

般的に高まると言う事実 (久

保，未発表D ほ発育段階の境目

を示す所の月安としても重要な

ものとなり得よう。この朋は更

に便宜上，表示のように4 区分 される。
 
 久保 (1976) より引用した

Fie ． 4 は大さっぱてはあるが稚

魚としての浮遊から降侮まての 
Fig. 4 Diagram showing seasonal changes of habitats and movementsの 特色を模式的に示すものであ

0f juvenile "Masu" salmon (from Kub0, 1976)
る。

すなわち，―般に晩春―初夏の候，フライの段階を終づた個々 の小辞は多くは上手より，―部は下手より分

散，移動してパーとしての定着の生活K二入る 。

幼魚 (パー) 初期

実際に北海道南部ては5 月から7 月にわたる時期に浅いフチや平瀬の岸近くに群泳する魚かこれに該当するも

のてある。

Fig 2 にも示したとおり，この期の初めの頃 (5 月末―6 月上旬) の魚の体長はその分布の幅が著しく狭いが．

季節が進むと共にその幅は広がり，群中の努力の強いものとそうてないものとの差か目立つようになり，勢力の

強い大形個体は流速の強い平瀬あるいはフチの上手の大きい石の蔭などに縄張を作っていわゆる孤独相を示す傾

向を増すが，中小形のものはなお群集相を保ち，水域の中程や下手に泳ぐ傾向が現れる。このような現象は河川

の小さい程顕著に認められる。この場合，恐らく群密度の高い時，上手の魚ほ下手に降下分散する傾向がある。

突験水路の初期の幼魚ては明らかに「押し流され」の移動てなく，かなり積極的な降下の行動か起る可能性があ

り， 特に夜間にそのような移動が起るようである。

11
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幼魚 0パー) 中期

Fie ． 4 の中心部分に示される7-9 月のパーがこれに該当する。すなわち7月以降の" ― は体生長の伸びが

著しくなる (Fig. 2) と共に行動も活発となり，そのすみ場は水流の強い部分に移るようになる。大形の個体は

往々 にして完全な孤独相のものとなって上流部の瀬に移行するが， 平瀬やフチには中小形の魚が群集相を保って

定着するようになる事が多い。―般に彼等が流れに抗って体位を保ち，流下ずる水生昆虫や水表面の虫を摂取す

る場所の条件は流速が表面で44cm/sec 内外，水底で 31cm/sec 内外の所であり，このよらな状態はその・後も

かなり長く続くようである (久保，1976) 。

なお，上流において初期から中期の" ― を通じて注目さ・れる外観上の特徴として往々にして背ビレ上端部がか

なり強い黒色となり，しかもその頂端外縁が乳白色を帯びるようになる。このよ5 な特性は恐らく体内の窒素―

代謝の特異な動きの結果と推測される。しかしこのような背ビレ上部の異化の現象は後に述べる銀毛化変態の場

合の背ビレの黒化現象とは直接つながらないようである。

この時期の体生長が幼魚の河川生活時代を通じて，最も良好である事はJIBP-PF ユーラップ川 研究グループ

(1973)がユーラップ川上流域の幼魚で詳細に観察し，またKubo(1975) がその結果について比生長率をまと;め

た所からも明らかである。

更にこの期の後の段階から次第に相の分化が目立つようになる。

幼魚 0パ―) 後期と生活型の分化

通常，河川の上流域で9 月後半から10 月末にわたる段階であり， Fie． 5 の 銀化" ― を中心とする生活型の分

イヒ、 、 おゆ? 柏分・化の 明 20    

SMOZJ

DIFFERENTIATION

らかとなる期である。

 
群の主体をなす銀化バ

 
んで，その仏生長も大 -t5

 
部分のものは全長 10 工

cm を越L ． ，大きいも 
   

所の条件は，中期の" さ   ―とほとんど同―であ   
もあるが，寸般にフチ

の中央よりやや下手に    群泳する事が多い。 ま  た，成熟した同―群中

Fig. 5 Semi-diagrammatic representation Of body growth, phaseの雄は通常主群から離

differentiation and smolt-transformation (from Kub0, 1974)れて行動し，底層に縄

張を作る事が多く，摂食の仕方も銀化パーが流下する小形の水生昆虫や落下昆虫を主として食うに対して， 彼等

は下層，底層を流下し，あるいは生息するやや大形の虫を食う 傾向がある。

この成熟雄魚いわゆるダークバーの出現の割合は後述のスモルトのそれと共に重要な問題であるが，自然の河

川においてその数値を確める事は極めて難しい。実際に外的環境，特に地理的条件および生息密度によっても著

しい変異を示すもののようで，例えばクリフチソ (1962) によればサ" リンではこの割合は極めて小さい。小林

哲夫氏 (私信) の現地におげる観察でもその事は明らかである。

JIBP-PF ユーラップ川 研究グループの未整理資料によるとI@fiS 年 in 乃 ， 支流キソンぺ タリ川の広範囲から

獲った当才幼魚75 尾の中のダーク， 。 ―は37 尾で，ちようど半数であるが，水域を上下に区分して計数すると，

72
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上流域 (河川型ではいわゆるAa 型よりもさらに源流の型) では34 尾中乃尾 (74 ガ) を占め，下流域では41

尾中12 尾 (29 ガ) となっていて，上下による差はかなり大きい。1969 年の同―場所における調査の結果もほと

んど同じ様相を示していた。しかも全体として下手の魚 は上手のものよりも体長が大きい傾向が認められた。

しかしサクラマス幼魚を池中に飼育する場合，当才秋にダークバー として成熟するものは著しく少い。 すなわ

ち 筆者の連年にわたる飼育観察の資料によると3-¥w 老の範囲に止まり，飼育密度を大きくする程その組成は低

下する。また細長い実験水路に放養して飼う場合通常の他中の場合よりもやや組成が多くなるが，しかも上記の

キソソぺタリ川の場合と同様に，上手と下手の割合の差異が著しく現れる。

恐らく自然の河川生活においては少くとも，上流域では当 才魚の半数近いものが若年成熟するものと推測され

る。

さらにユーラップ川におげる実際の調査 (JIBP-PF ユーラヅプ川研究グループ， 1973) によると標識放流の結

果として9月中旬より10 月中旬にかげて下手に移動するものが多くなる傾向が見られる。・ 恐らく水温の低下を

主とする環境条件の変化によって起る行動であろう。

しかしながらこの場合にi@@下手に移動せずに成熟雄魚と同様に上流域あるいは小さい支流に留まり，そのまま

越冬状態に入る魚、 も少くない。このような様相は人工的な実験水路に

おいても良く観察できる(久保，1976) 。 魚 体の外観上からも明白に

両相の区別は可能で，中流域，本流の魚が銀化パーの様相を保つのに

対して上流域，小支流の魚は僅かながら暗黄色を帯び， 特に側線部の

暗色化が目立つようになる。しか:・この場令にも，若年成熟雑魚の全

体的に黒ずんだいわゆる「さび」とは異るものである。

なお，このような外観の異なる二つの魚は遊泳行動においてもやや

異っており，上流域にとどまる帯黄色のものは抗流性が目立って弱わ

まり，従ってフチの中で日中，流速の弱い部位を泳ぎ上るが，また強

い水流に押されて下手に泳ぎ下り，その結果としてFie. 6 に示され

るような―種の旋回群泳を行う傾向が見られる。もち論，群の密度の

小さい場合はこのような遊泳型は顕著でない。それに反して中流域の

銀化" ―は前述のように夏秋と同じ強い抗流性を保持する。

従って秋の末から冬の初めにかけて見られる相分化の後段階で，ま

た―つの生活型の分化とも言うべぎ現象が起るものと言えよう。 な

お ， このような生活型の分化の起る時の上流域の水温ほ―般に日中で

Fig. 6 Swimming behaviour of fishも 5 。C 以下の状態である。

belonging t0 upper stream

group fn early winter re-
越 冬 期

sponding passively to cur-冬期間は大部分の魚 は行動の上でも， 体内の生理の面でも，停滞が

rent; a circular movement起るため原則的にほ越冬状態に入る。冬期のサクラマス幼仔 の生活に
in a po0l

ついての観察は極めて困難であるが，井上・石城 (t968) の 報苫によ
A  DOwnward Swimming  
B-PauSe Of 5wimming  れば，小さな支流の場合，魚は岸下が深くえぐられ，流れがゆるく 

C-Upward Swimmin8  ササや枯草によって覆れた場所に多く潜伏するようで， 少いながらも

各種の水生昆虫を摂っている。筆者が汐泊川の中流で数ケ 年にわたっ

て調べた所では，冬季問 は上記井上等の報告とほほ同―の様相の場所で越冬するものが認められた。しかし □

方，冬季間でも瀬の落ちこむ部位やふち頭のわきで遊泳する魚の姿も観察された。

更にまた12 月から2 月上旬に至る厳冬季においても日中の水温が上向きの傾向のある場合には，時として降

雪中であってもかなり活発に摂食する事が分った。従って取バリ釣によって魚を採捕する事は冬季間でも必ずし

も難しくはない。

岸辺のボサの下に潜む魚、と，瀬やふち頭に泳ぐものとは外見上でも明らかに異なり，前者は体色がかなり暗い

色を呈するに対して，後者の休色は極めて明るく，秋の銀化パーの色相をそのまま保っていると言っても良い位

である。 従って行動の上での差異と併せて考えると，冬季問の魚を「越冬型」と「活動型」の二者に区分できそ

13
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うである。 なおまた注口される現象として，両者の血清の性状にも差がある 布は後章に示す所である。

C ． ス干ルト期

北海道南部においては3 月@_ ヒ 旬にほ通常，河川の中流域では雪解が始まり，水温も次第に上外するが，それま

で越冬状態G あ った幼魚、 も逐次流水の中心部に近く遊泳するよ5になり，その休色の銀白化も再び進み始める。

すなわち，越冬期からスモルト期の初期にかげての魚体の外観ならびに行動型には二通りのものがあると言え

る。

―つは秋の銀化パ□本来の蒲い銀白相がさめてやや暗黄色を帯び，行動も不活発となって越冬状態に入る 魚

(主として上流域および支流の黄化パー)，―つは銀化パーの薄い銀山相がほとんどさめる布なく冬を越し，その

まま初期のスモルトとなり，そのまま本格的な銀毛化変態の途を進むものの二者が併存する事になる。この模様

は F巾 ・ 4 の中でも模式的に図の中火部に描いたが，いつれのタイプのものが主体であるかほ ，その地域の環境

条件により必ずしも―定しないであろう。

冬を越して年令 0" から l+ となった魚の中でスモルトが占める割合がどのようであるかと言う専は，生物学

上の興味ある問題であると共に，本種の増殖の立場からも極めて重要な問題である。

しかし自然の水域においてスモルトの出現の組成を正確につかむ事は， 秋のダーク，。 ―の 場合よりもなお―層

困難である。 すなわち，同―水系で上下の差があり，これはダークバー と逆の傾向を示すが，秋から初冬にかげ

て魚群の移動が日立ち， 特に活動型の銀化" ― を主体とする群は銀毛化変態の進行と共に次第に降下するもので

あ るから，特定の場所のスモルトの割台を―時的に調べてもあまり意味のない事となる，もち論―つの河川の水

系全域について長期間にわたって観察できれば良いが現実には困難である。

―方，地中飼育の場合にほ生長が順調であればかなりの割合のものが銀モ化する事ほすでに良く知られる所で

あ る。 箕右白身が1952 年以来27 年間調べた池中 飼育による年令1+ の スモルトの割合は， %-70%% と言う変

異を示し，そのモードは45-60% の辺を示す。雄雌の割合が同じと仮定すると，仏生長が良好である場合，雌の

大部分と雄の相当数がスモルトとなる訳で，その率 は当然50% を越す事になる。さらに池中の場合には生長の

劣った小杉バーの組成が比較的多く，こ・れらの中の相当数のものは年令 ?+ の春に銀毛 化する事が確認されてい

る。

実際に自然の河川のスモルトにおいても年令グのスモ ルトが意外と多く見られる所であり，従って北海道全

体の傾向として―つの魚群から出現するスモルトの剖台は少くとも60% を下らないものであろうと推測される。

スモルト前期

―般に北海道南部の河川で， 主に中流域あるいは本流の魚は3月上旬より銀毛化変態の進捗の兆しを見せ始

め，上流域あるいは支流のものほやや遅れて変態が始まる傾向がある。 恐らく前項で示した所の冬季間も薄い銀

白相を保つタイプの魚では―層? く変態が進むものと見なされる。

この場合，変態の速度は生息場所の水温との関係を無視できないが，むしろ後の項で論議されるように季節の

推移に伴う日照過期に支配されることが大きいようである。 実際1C3 月中，下旬はもち諭， 4 月上旬においても

日中の水温が6。C 前後@こ 止まる事は珍らしくない。

この期の魚 はその初めのものほ秋の銀化パーのそれと良く似ているが， 背ビレ頂部の異化がやや目立ち始め，

しかもウ p3 コがはげやすくなっている事が特徴的である。 また外観上薄いグア二ソ屑の下に" ―マークがかなり

認められ，側線部，尾ビレ，ならびにシリビレ末は薄桃色を呈する。

また，この期の魚 は行動習性の上でも，銀化バーと同様，あるいはむしろ群集の密度はあまり高くなく，河川

の L，中流において主として瀬が岸の近くで流速のやや弱まった部分や， フチの卜 手のややわきの部分に遊泳し

摂食する。しかもその抗流性はかなり強く，日中の水温のL昇する時は流水の中心部上層に出て活発に摂食 す

る。

スモルト中期

北海道南部の場合，―般に4 月中，下旬に日中の水温が10 。C 前後となる状態で銀毛化変態はH 立')て進行す

る。

すなわち外観上，光の当り様ではパーマークはなお認められるが，グアニン層 はかなり厚くなって銀白の度が

強まり，背ビレ頂部の黒化も著しく，また側線部，尾ピレ．およびシリビレ末の薄桃色も極めてかすかとなる。

?4
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行動の上では抗流性が目立って衰え， 時として旋回遊休をしなから下手に降下しよ5 とする。河川において，ま

た実験水路においてもこの姿は観察できる。

スモ)L ト 後期

北海道南部ては―般に4 月下旬から5 月中下旬にわたり，また根室方面ては6 月上中旬においてこの段階に入

る 。

すなわち変態の末期て ，生理学的にも生態学的にもそのクライマリクスの様相を示すものである。 外観上ほと

クもウp コを除去しなければ見えない場合が多い。 背ビレ頂部は文字通り頁んど完全な銀白色を呈し，パーマー

黒くなり，側線部や尾ビレおよびシリ ビレの薄桃色は痕跡をとどめなくなる。背部の色もうぐいす茶に青緑色を

帯ひたよ5な色になる。

また，行動の上ても著しい変化が生じ，かなり強い群集性を示すよ5 になり，その降下行動も目立つようにな

り，夜間はもち読日中も積極的な泳ぎ降りの動きを示す。 正に「負」の抗流性と言う事になる。この姿は中期の

スモルトと同じく自然の河川あるいは実験水路て良く観察する事がてきる。

 }Kl0 ―
 M

この期の魚の生息環境の水温は日中 13-14 。C 以上の事が与いく久

保， 1955) 。 もち論温度の上昇のみが直接変態の進捗を導くものでは

ないと考えられるが， ―つの重要な目安となるであろう。

なお，この変態末期のスモルトの体生長は，北海道の場合，全長に  して 10c.m から 19cm に及び，特別大形の伍 には年令2+ のものが

含まれるが，―般には17cm 未満である。 その中13-15cm のもの ま 20

が主体を占めるが，場所により，また同―水系の河川ても支流によっ 岩斗コ旧 MOHEJlR
O山ては異った大きさのものが見られる。

そのような差異は環境の条件(主として水生昆虫による二次生産カ) 王 0

U州0 Rによるものか，遺伝的に異る系統群の存在に起因するかは良くわから

20ない。

N 2此
Flg ． ? の上ほ函館近郊の沙泊川と茂辺地川の2河川の後期スモルト

10
(採取年次混合，また中期スモルト若干混入) の全長のヒストグヲム

2015
TOTAL LENGTH (cm)

0 @0
てあり，互に近接する河川てありながらかなり体生長に差異のある事

がうかがわれる。

また，北海道のものに対比するために4 月上旬に新掲県魚野川を降 FIg ・ 7 HiStogram Showing OC 
currence of different
lengths of the "Masu"

下する途中のサクラマスのスモルトの全長分布を示したが(図 中最下

salmon smolts according部)，明かに勝れた体生長のものてある事かわかる。これにもわずか?.十
to rivers年の魚が混入しているが，しかしこの仏生長の差異は恐らく魚野川の

良好な環境条件か，もしくはこの魚群の系統群の特殊性に由来するものてある 5 。

D ， 疑似スモ)L@トの 出現

後期スモルトが逐次河川を去って海に入る頃，すなわち北海道南部の河川では5 月中旬になると， ―見してス

とも 吠めかねる様相を呈する魚が姿を見せ始める。外観は先に述べた前期スモルトに良くモルトとも大形のパー

似ているが． しかしそれよりも更に―屑 銀白色が強く，ウロコかばげやすい。体は割合に大きく，同じ場所にい

る スモルトとほとんと差がない。しかし，やや体高の高い事はスモルトと異なる特徴の―つである。 池中の魚に

っいて観察すれは，秋の間に中形パーて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魚が多く出現す

る。 従って．呵川内に見られるスモルト類似の，―も，当初の仏生長がそれ程良好てなかったものが，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 となるものてあるうと推定される。

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

彼等の大部分ほ夏に成熱の予想される所の雑魚てあり，地中に現れたものに関する限り，前年，末成熱てあっ

た個体はかりてあるが，自然の河川内の同型の魚が果してすてに成熱したものかどうかは，今後追求すへぎ重要

な課題となるてあろう。

15
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なお，池中飼育によって生じたこの型の魚は，スモルトに比べて海水適応の能カが著じく低いという事実は，

彼等は恐らく降悔しないことの―つの例証となりそうである。

筆者はこのようなタイプの魚に対して，すでに「疑似スモルト」， "pseud0-smolt" の 名称を与えた・(久保，

1974) 。 ・

なお，北海道南部ではこの型の魚 および「退行型スモルト」(後述) に対して的人は「夏 ヤマ べ」の名称を与

えている。

クリフ チン C19621 の報告によると， カラフトのサクラマス幼魚の場合においても，夏季体長 I1-12cm の

ものでズモルトとバーの中間的な形態，色彩のものがしばしば見られ，これは何等かの原因で夏の初めに降悔し

なかったものであり， クリフチソはその主な原因として豊富な飼料条件の影響を指摘している。

・ 恐らくこれぢ疑似スモ@yルトは，その後降悔する機会を得ることなく， 終生河川生活を行なうであろう。

2) 海洋生活前期の発育段階

サクラマスの標準的な生活史の約3年間を二つに分けることができる。前半のI年半の河川生活を終って降悔

した後，沿岸生活の時期から約I年間の海洋生活を経て，そ河，産卵に至る間のI年半については10 の段階の設

定と，それぞれの住活様式に関連する血液の性状の特性については既に報告じた所である (久保・ 1960;1961)。

Ib<n2今回，その区分をし，I0@区分を原則的に第 TTの期を実態の用いながらも明かでないものとしてTable1-bに示すようにそれに取扱い，また V 多少修正を加えの ―部を VIの期にふくめて， 第Iの期を Ia.前

後の2E 分された春マズ期を設け， 更にそれらの期の名称として，具体的に生活様式を現すものをあてばめたも

のがこの表である。 この海洋生活期と河川そ上成魚期は時間的icはI年半にわたるものであるから，換言すれば

生活史の後半の発育段階の連なりと言う事になる。

なお，前に掲げたFig ・ 3 からも分るように，海洋生活に入づ てから接岸，そ河するまでの約I年間はサクラ

マスの―生の間で最も体生長の伸びの大きい時であり，恐らく回遊の規模の意外に大きい事と，摂食が著しく活

発な事 (深滝， 1969; 1970) から推測して，その体内の代謝活性が極めて高くなる時期と考えられる。恐らく血

波の性状の諸特性は生理的機能の著しい高まりと同時にその安定性の強まりを示すものであろう。しかし―方，

降悔前後の勝れた浸透圧調節機能．と相並んで，海洋生活の末期，そ河前に血液性状に起るかも知れない何等かの
 事前の調節機能の如何にも興味が持たれる所である。

Table'1-b Various stages during the Ocean life and the period Of river ascending    @   
FORMER PARTOF OCEAN LIFE 海洋生活前期

Ia Estuarine ・ waters s皿 olt stage 河口域幼魚期                                                                     

aNOrth-ward migrating smolt stage ノヒ上 移動幼魚期                                                          

 Off-shore and deep waters fish stage 帖深層期                                                             

LATTER PART OF OCEAN LIFE @S@TgCT

"Kuchigur0-masu" stage

IllSOuth-ward and coast-ward migrating adult stage R@-.'@.SB                                           

"Kan-masu" stage

IVSOuth-ward migrating adult ． stage 寒マス期                                                             

Early "Haru-masu" stage

 NOrth-ward and Off-shore migrating adult sぬ gee 春マス前期                                       

Advanced "Haru-masu" stage

VINOrth-ward and in-shore migrating adult stage 春マス後期                                       

STREAM LIFE OF ADULT 河川そ械魚期
. VIIAscending adult stage (in the lower reaches) そ呵成魚前期                                              

VIIIAscending adult stage (in the middle reaches) そ呵成魚中期                                          

@@ IXAscending adult stage (in the upper reaches) そ呵成魚後期                                             

 Spawning adult stage 産卵期                                                                                           
JK
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A ・ 河口域幼魚期

サクラマスのスモルトが河口域の塩分の薄い水域に滞留する時間は，前述のような理由がちあかヴ 長くないも

のと推定される。この事はまた厚沢部川における標識放流試験の結果として，下流域に放された魚は約18 時間

の 後，約8km 北方の沿岸の流網で2尾再捕されたと言う事実からも裏付けられそうである。 従って「河口域幼

魚期」の魚の生活について，その後の段階のものから強いて区分して考察する事の意義はあまり大でないとも考

えられるが，次の本当の海洋生活に移る中間の段階すなわち生理学的には海水に対する―つの順応，適応の時期

として重要なものであろうからここで―つの段階を設定するものである。 ただし現実にはそれに該当する魚につ

いて行動を観察し血液を調べる事は極めて困難である。

B ・ 北上移功幼魚期

河口域を去ったスモルトは，活発に摂女しながら群泳し 沿岸水域のかなり沖の部分を回遊するようであり，

魚 はそのまま「北上移動幼魚期」に入って行く訳で，その後，比較的大形の定置網 (沖田 1000m 前後の) に乗

る事が多い。この時にまた，河口域に向って来遊する成魚(未熟) が同時に網に人る事が多い。  

降悔後のスモルトの河口域，沿岸における遊泳行動は，サケの稚魚の場合，暫らくの期間，岸近い水域で滞留

する事と比べると多少異なるよ5に見受けられる。すなわち，サクラマスの幼魚は河口域を離れると間もなく海

流に乗ってかなりの長い距離を南西から北東の方向にむかって移動する事も明かとなってきた" 佐野寺 (I969)

によると1951 年SiH 25 日千歳川で標識して放されたスモルトは7 日後石狩川口より天塩國嘩別・ 沖へ，  また，

19fi6年6 J了 14 日ユーラップ川口から放された魚は18 日後釧路沖へと回遊し，また1970 年， 1971 年春降海後の

サクラマス幼魚の回遊を明らかにするために行なわれた汐泊川から放流された標識魚が10 日余で室蘭沖"および

伊達沖で再捕され， そのルートは恵山沖をまわって移動したものと推察される(久保，未発表)。 芙際に北海道

南部で降海後の多少の時日を経過したスモルトは5月上旬から下旬にわたり，また，釧路，根室方面では6 月中

句 から下旬にかげて沿岸と沖台の中間の水域に姿を見せる。なお，後記するように，本州の西部では著しく早、  

時期に降悔して沿岸域を回遊するようである。

その後，6 月下旬から7 月上旬にかけて急に定置網，流し網，延縄，その他の漁具には―切かからなくなり．

近海からは全く姿を消し去るように見受げられる。もしかすると彼等は通常の漁法の対象とならない深層水域十こ

入るものかも知れない。

従って，ある特定のスモルトの群が北海道沿岸，あるいは周辺海域に姿を見せている期間は恐らくIヵ月に満

たぬ短かいものであろう。

C ． 沖合深屑期

前記のような次第で北上移動の後，スモルトは通常7 月以降全く姿を消すためその実態は明かでなく，この沖

合深層期と言う名称も，漁業者が極めて稀であるが 艮曳網で底盾よりそれらしい魚を混獲すると言う情報によっ

てこのような段階を設けたものである。

3) 海洋生活後期の発育段階

A ． 「 口黒マス」 期および 「寒 マス」 期

9 月下旬頃から北海道の沿岸水域．特にオホーツ・ク 海沿岸，日本海沿岸および津軽海峡沿岸の各地に来遊接岸

する所のいわゆる「タチグ口黒@」は，夏季の約4 ヵ月近くの間全く姿を消していたスモルトが成長を遂げ，数ヵ月ぶり

でサクラマスの準成魚どして顔を見せたものである。 その全長の範囲は331-57cm であるが， 此―42 ・ Cm のも

のが主体を占め， しかも大部分のものが年令 2" の 魚であり， 僅か4， 5 ヵ月の間に驚異的な生長をする事にな

る。 実際の例として1976 年5 月 14 日写 沢部川口から標識を付けて放された全長14.7cm の スモルトほ， H6 日

後の9 月 10 日北見枝幸において全長 39.5cm の日黒として再捕されており， この間24.8cm の生長をした事

になるQ久保，末発表)。

―般に岸沿いに来遊し， 時に定置網の場所よりも更に岸沿いに寄る事もあり， また往々にしてそ河前のサケと

哩って定局網に乗る事もあり (知床―宗谷沿岸)，その数量も少くないものである，．

地域によっては， この日黒マスがそのまま次の段階の寒マスに連る事もあるが， --般に寒マスの漁獲量ほ2 月

から3 月にかげて著しく減少しまた漁場も 次第に南の水城に，しか七次第に沖合に移る傾向がある事から，恐
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らく寒流に押されて別水域に移動するのでほないかと推測される。

B ・ 「春マス」前期および後期

その後いわゆる「春マス」が沖合で獲れ始めるようになり， 3， 4 月にかなり南に寄った漁場が再ぴ北に移動す

る事から見ると， 彼等は前記の寒マスの発育したものとして北上回遊するものと見なされる。彼等は日本海にお

いて，いわゆる日本海マスの―部を占める重要な漁業資源となっている。  

4 月， 5 月と季節の進むに従って岸に近づき，河口域に向ちようになるために―本釣による漁獲は・次第に 減少

し ，定"置網に入る魚が多くなる。

ここで以前に， 久保 (1960) が示した区分を多少修正し， V およびVI を併せた春マス期を二区分し， 主と

して 3， 4 月に沖合を北上しながら漁獲される魚の段階を 「春 マス」前期とし， 5， 6 月に岸沿いに回遊して河口

域に接近する魚の段階を「春 マス」後期と定めた。ただしこの 事はあくまでも今までに知られている通常の春

季そ河群の場合にのみ当てはまる区分であり，最近知られる．ようになった津軽侮峡沿いの河川の秋季そ河群の場

合には全く適用できない段階の名称である。 すなわち，秋季そ河群の魚が春マスの段階を経てその後夏の間沿岸

の何処かに潜むものか，あるいは，春マスもしくはそれ以前の段階の日黒， 寒マスとしても姿を見せずに海洋生

活を続げた後，秋になって急に来遊するものかその実態が不明であるため，彼等に対しては海洋生活後期におけ

る発育段階の設定は不可能である。

4) 河川生活成魚期の発育段階

A ． そ呵成魚期

Tahlp ・ l-h の 下方に示されたVI1, VIII 期およびTV 期の三者は，生殖巣の発達と併行して河川をそ上する

魚に与えられた発育段階の名称である。

標準的な生活をするサクラマスの成魚は北部日本全般を通じて，春季に河川にそ上するのが通常であり，北海

道では―般に5 月末から6 月の上旬に河川に入る (長内，大塚，1967, 1969) 。 その後，生殖巣の発達の進むと

共に上流にさかのぼるものであり， このような過程を人為的に下流域期，中流域期および上流域期の三段階を設

ける事は妥当でないのはもち論であるが，その実態を見ると産卵期以前のf 刀 ， 7 月および8 月の時期の二区分

と下流，中流および上流における生活とほほ合致するようであり，しかも後記のように，この三区分された段階

の血液の性状にはそれぞれ特徴が認めら)Lるので，観察および考察の便宜上，あえてこのよらな三段階の区分を

行った。

長内・大塚(1969)によると，生殖巣の発達は7 月半ばまでは緩慢であるが，その後急速になり，また筆者の

血液の採取に関連する観察では， 7 月半ば以降の材料でほ胃の内容が空虚のものが多く，しかも体色がやや変化

して本来の銀中相いわゆる銀毛がさめて特有の兆候を示すようになり， 8 月の材料で婚姻色は明かにその色相が

強まっているのが特徴的であった。なお，サケ科魚類の婚姻色は各種毎に特有のもので，その鮮かな模様は通称

ブナ毛と呼ばれ，サクラマスでは緑色とピンク色が交互に連.Qた雲形の斑紋が体側に現れ， 特に雑魚で鮮麗であ

る 。

B ． 産 卵 期

生殖巣が完熟して産卵する時期のピークは，北海道では―般に9 月上旬であるが (長内・大塚， 1967) ， 外観

ともまた後記のとおり血液の性状もそれ以前とかなり異ってくるので，ここでほ産卵期の発育段階を設げた。

もち論，この時期のものの休色は完全なブナ毛の状態となりそれまでのピ リク 色は暗紅色となる。

この研究で用いた材料の大部分は，北海道さけますふイヒ場における採卵の時の魚から採血したもので，実際に

はその後期，10 月のものが多く含まれている。しかも自然の状態では河川の上流，支流が産卵場所となるが，

さげますふ化場で管理される場合，かなり早く 採捕された魚が中流域の池で蓄養される事が多い。

先に述べた特殊な秋季そ河群では，河口域で採捕された魚 体の状態から判断して，恐らく沿岸生活中にすでに

かなり成熟が進行しいわゆる プナ 毛も浪化しているようである。 すなわちVI1, VII1, 1X 期に相当するもの

がなく，VI 期より面接X 期に移るものと考えられる。
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集3． 考

河川生活幼魚期

TableI-a に示すように，本文中で河川生活期幼魚と呼ぶものぼ，卵黄を有する稚魚から降海時の末期のスモ

ルト までを含むかなり広義のもので，アメリカ，カナダで用いられるジュビナイルに相当するものである事は，

既述のとおりである。

従って稚魚と 狭義の幼魚、との区分，および定義を他のサケマス類の・場合にも 共通する普遍的なものとして， よ

り ―層明確にする必要がある。 そのためにはウ ，IIコの出現の有無ほ，幼魚期の始まりの客観的な目安の―つと見

なす事は， クリフチソ (1962) と同じであるが，行動型に示される積極的な活動性の発現，次章に示す血液性状

の 日立つ変化，特に比重の上昇，水分の低下，赤血球数の増大なども同時に考慮に値するものであろう。

このような見方ぼ生活型の著しく異なるサケの稚魚期と，降海時の幼魚期の境目の問題に対してもあてはまる

可能性のあるものである (久保，未発表)。

幼魚初期から越冬期に至る半年の生活は，その後の2年余の生活の運命を左右するもので，特に初期から中期

の 体生長の良し悪しが，秋の初めの相分化に深い関係を有する重要なものである。

幼魚初期に見られる―部の個体の定着と相当数のものの分散移動は，生態学的にはかなり重要な意義がありそ

うである。 すなわち，水域の生産カ ，収容能力に対して個体群密度の過剰の場合．当然―種の膨弱回遊的移動分

散が起るが，この模様はその後の生長，相分化にも探い関係があり，当初優位な立場をもってフチを占領した個

体群が必ずしも後の時期まで優男を保つとは限らず，往々にして降下移動した中， 小形の個体群が全体の主流と

なるいわゆる生態的地位の逆転が観察され(久保，1976) ，早期の銀化バーの系列に入るものは，初期に分散移

動を余儀なくされたものである。

この事は，幼魚後期の上流域群，中流域群の生理，生態両面の差異，および人工的小川における実験的観察結

果からも明かである。

特に幼魚期から中期に当る 6 月， 7 月の体生長の勾配の急である事は，前掲のFie ・ 2 ， Fie ・ 3 に見られる通

り ， 銀毛化変態の末期ならびに推定される海洋生活初期の生長の上り勾配にも匹敵するもので，この卒は Kud0

(1975) の報告するユーラップ川上流のサクラマス幼魚の高い，比生長ならびに近似種である吉野川のアマゴの

比生長にも示される所である。

恐らく次の段階に明白となる相分化の下地はすでに幼魚の初期，中期の生長の良否によって決められるもので

あ ろう。宇藤 (1976) の幼魚の生殖巣の観察の結果では， 体長 (フ オーク長) 7cm 前後，7 月以前に当才雄魚

の成熟の有無が決るようである。

相分化@こより 体生長の上位を行く 群は，若年成熟雑魚(ダークパー) と銀化』―の二者に区分されるが， 雄魚、

の中には早期に急生長してダーク/@ ―となるものの他に恐らく後にやや遅れて体生長が， 伸び成熟せぬまま銀化

" ―となる事もあり得よう。

実際に池中飼育されたスモルトの中には，北海道南部の自然の河川のそれには見られない多くの割合 (時とし

て 30 九近い) の堆魚が含まれる市があり，これは幼魚初期，中期の生長が良くなかった半面，その後の生長の良

好となった場合に起る現象である。

前掲 F巾 ・ 2 でわかるように，すでに7 月の全長分布において右側に人形個体群の出現があり，これがその後

次第に発達してスモルトに連なっている車を見ても，ダークパーを除く右側の分布の主体すなわち， 銀化バーが

スモルトの候補である事が明示できる。

自然の河川においては9 月中旬以降，上流域の魚は次第に降下移動をするが，この後越冬時にかげて見られる

上流域 (支流) 定着の群と中，下流域(本流) の群の二つの生活型の分化は，北海道南部においてはその後の銀

毛 化変態の時期の遅速に杉習の及ぶ事に止まるが，しかし本州南西部地域の場合には他の環境要内の作用を同時

に受げる事によって， もしかするといわゆる陸封型の系統群の派生と言5現象K，結び付くかも知れない。

もう―つの問題として次の事がある。 すなわち，秋の末の放精後のダーク，。 ― と河川上流域(支流) の黄化パ

ーとは外見上および行功型において良く似ており，特に池中 飼育された魚ではぞの区別はかなり困難である。

Chapman (1962) が河川生活期のギンザケ 幼魚、 を「放浪魚群」とも言うべきnomnds と上流域の「定若魚．，

Z9
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残留魚 」とも言うべきresidual との - つを区分したが，筆者のサクラマスについて行った銀化" ― を主とする

下流群と黄化バーが大部分である上流群の- つの区分は，上記のChapmanのギンザケ 幼魚、に関する区分と良く

類似するものである。 ただし，前述のような理由でサクラマスのres、@irdnl は見かけの上の定若魚 (黄化，― ) と

本当の意味の定着魚，むしろ残留成熟魚 (ダークパー) の両者を併せたものになるであろう。

" プ川 研究グループ， ェ 973) およびウズラ川上流の場合しか七，ユーラヅブ川上流の場合(JIBP-PF ユーラ

(佐野外，未発表) を例にすると9 月， In 月の降下移動よりもむしろ5 月， 6 月の幼魚初期に分散移動する度合

が高いものと見なされ，。実験水路におげる観察結果からもこの現象が認のられる所であるから(久保，未発表)，

この問題は更に今後の重要な課題として追求さるべきであろう。

厳寒の侯における完全な越冬型の魚群と，'そうでないかなり活動的な魚群の併存も，北海道の河川にあっては

上記と同じように銀毛化変態の進行速度の差をもたらすに過ぎないものと考えられる。

春季に顕著となる銀化変態は，日照周期の長日化と水温の上昇に導かれる所が多いが，魚、 自体の生理的周期に□

伴う林内の生長ホルモンの作用 (Chartier-Baraduc,1959) が強い役割を有する事が考えられる。

しかし幼魚期の夏の終りにすでに成熟の状態に到達するダーク" ―の出現の割合は， 恐らく地理的条件による

南北の緯度差と共に生息環境の生産力の大小にも左右され．， 更には地方的系統群の特異性とも関連があり，問題

は将来の研究に残される。

また，秋に至っても生長不良で体長が" ―の初期の状態に留まるものも時上してかなりの割合に見られる事が

あ り，これらは勿論翌春の銀毛化のコースを外れ，2年可の秋に雄魚の大部分は成熟してダーク" ―となり，雌

魚のほとんどが銀化パーとなって3年目の春に銀毛化変態するものである。

この事実は，地中飼育観察の結果として明白である。 成，魚のウロコの観察によっても， このような淡水生活2

年の後3年目の降海の魚 は意外に多い事が知られる(化水試・化水研，1956) 。

更にまた，疑似スモルトの山塊は銀毛化変態の過程におい・て作用する，外的要因と焦．自体の内的要因の両者の

からみ合いの微妙なものを含む興味ある問題である。

・推測される原因の―つとして，変態の速度の雌雄による差異がある。 実際に疑似スモルトのほとんど全部が雄

魚であり，しかもまた―般に雄魚の銀モ化は雌魚のそれより遅い傾向があり，その結果として変態がクライマッ

クスに到達する以前に外的要因により，早期の「 戻り」現象(後述，退行型スモルトの出現) が発現する事が考

えられる。

クリフチソ (1962)の報告中にもカラフトのシーマの幼魚の中で，降海の機を失づた半銀毛の魚の多い事およ

び，スモルト中に椎の割合の多い事 (45 ． 6お) が示される。これは北海道の河川におけるスモルトのそれ(26%

内外) をかなり卜 回るものであり，あるいはこのような多くの雄魚の―郡が割合に容易に外的要因の影響を受け

て，河川に残留するようになるかも知れない。

クりフチソは初期発生から， 椎魚期および幼魚期の発育と摂食の行動についてかなり詳細に記述しているが，

反面において発育段階の区分に関しては極めて大まかに，I．水深の浅い場所での成育期，2．深部における成育

期， 3． 降侮期の3段階を設定している。

これらはそれぞれ木研究の椎魚期，幼魚期およびスモルト期にほぱ該当するもので，幼魚期の細分化にづいて

はふれておらず， またスモルト期の問の変化についても述べていない。しかしカラフトにおけるスモルトの降海

の時期の幅がかなり広く ， 春から8 月の終りにかげて起るものと見なしている事から，北海道南部に比べてかな

り異った様相を示すものである事がわかる。

また群の主体である スモルトの体生長や変態の速度においても，地域的変異の著しい事は前述のとおりで，前

掲 Fie ． ? に示す汐泊川と茂辺地川の魚の体長差はともかく， 魚野川のスモルトの著しく大きい事は，信濃川水

系の―部 (大河津分水) に見られる極めて大形のサクラマスの系統群の存在の事実 (久保，未発表) と結び付く

ものかも知れない，

上述の考察をまとめると，河川生活期間に主体を占める銀モ化パーP スモルトのコースをたどる魚の体生長や

出現の割合に関しても，色々と検討の余地を残すが，傍系のコースを走るダークパーや小形パーならび@こ 疑似ス

モルトの存在についても，環境条件との係り合いや地理的変異あるいは，系統群の問題において多くの課題が残

される。
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海洋生活期

海洋生活前期特に沿岸回遊初期の魚は，実態の明白でない夏季の沖合深層期の魚はとも角として， 降悔後の時

問的経過がなお浅く，実際に降侮前の後期スモルト と比べて外見もほとんど同 -であり， 体生長の伸びもそれ程

著しくない事(標識放流後12 日目に再捕の・ もので約5mm ，久保，末発表)，から見るとこれらはなお幼魚とし

て取扱われるべきものであろう。―方，海洋生活後期の春マスのように河口域に近接した魚は，産卵までにはか

なりの時日があっても急速な成熟進行の過程にあることは朗がであり，正確な言い方でないがやはり成魚、として

取扱わるべきものである。 更に「口黒マス l「寒マス」の場合いわゆる未熟であるが，卵形成も相当に進んでお

り， しかも体の大きさ，形態から見れば成魚にかなり近L, ものであり，便宜上やはり成魚あるいは準成魚、と呼ん

で差支えないであろう。

このように標識放流試験の

結果 (佐野・尾崎，1969- 久

保，未発表)から推測しても，

降悔後のスモルトが河口域を

去った後，比較的甲く北方も

しくは東方に移動するらしい

ことは，サケ惟魚の場合，―

般にはかなり長期間岸近くに

滞留する習性が認められるこ

と (佐野・小林，1953) とや

や異@}ている。

ここで筆者が現在継続中の

スモルトの標識放流と再捕の

experiments in southern HOkkaido; black arrow lines suggest
結果に関する的に示すと， Table.2資料を中問報告と Fie． 8  F@g.8Map showing recoveries (black dots) from the smolt-tagging1

migration route (dotted lines, from Sano and Ozaki, 1969),のようv@なる。

while white arrows indicate ocean current上記の知見と深滝 (1869;

TabIe 2 Sum 血 ary Of Smolt-tagging eXpeHmentS COnducted ln the

period 1970-1979 inclusive          
RecoveryRelease

   
No  LOcationDateNo  LOcationDate    
 Ill ->  May 18, '70 Off MuroranMay 6, 1970 Shiodomari R  

 37 -@ June 1, 70 Off IshizakiクMay 29, 1970

 198 -> June 12, 71 Off DateクMay 28, 1971

 299 -> June 8. '73 Off KamiisoクMay 23, 1973

 '。。 ― M"y " ， "' 。" 。'。b。May 20, 1975 Assabu R  

 342 ->@ 1 SM印tH 10, 22, '76'770ff Off O0maKitamiesashi May 14, 1976

 409 -> May 22, '77 Off Esashi May 16, 1977

 314 -> May 23, '77 Off TOiMay 20, 1977 Shiodomari R  

 446 -> June 1, '78 Off IshizakiMay 18, 1978 Shiodomari R  

 697 -> May ?, '78 Off EsashiMay 23, 1978 Assabu R  

 May 27, 79 Off Kinaoshi

 June 14, '79 Off Date

 June 16, '79 Off Date
'。。 円  May 24, 1979 TOrisaki R  

 July 4, '79 Off Nemuro    
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1970) の日本海におげる成魚．の標識放流

試験の結果に基いて-・ つの大まかな想定

をするならば，回遊の径路と時期はFig  

9 の 模式図のようなものとなり，従って

海洋生活後期の日黒マス期から春マス後

期に至る四つの段は必要に応じて下記の

ように呼び変えられても良いであろう。

口黒マス期一P 南下接岸期

寒 -@? ス 朝一-> 南干移動期

」 U」  -春マス前期一-> 北上移動期

春マス後期十P 北上接岸期 
Fig. 9 Diagram of inshore and offshore migration魚、の ・南, 北の動き， ・接岸― 離岸移動の反

 of "Masu" salmon復は沿岸漁業者の実際的観察ならびに漁、 
獲高の季節的な消長の面からも肯定できそうである。 すなわち準成魚であるいわゆる「日黒」の9 月末頃からの

近海への来遊は「南下接岸」あるいは「南下接岸・西向」 (ナホーツ久海の場合) の回遊移動と解すべきである

う

更にまた，標識放流試験の結果として197f 年5 月 14 日に厚沢部川口より放されたスモルトの中のI尾ほ同年

9H10 日に北見枝幸の定置網に初期の日黒となって採捕されており，もしこの魚が元の川に向づ て回帰するとす

れば，その径路はやはり宗谷岬を回って西海岸沖の日本海を南下するコースとなるに相違なく，これは次の知見

によって例証されるようである。 すなわち，上記の標識魚の採捕者であり，枝幸町において定置漁業を経営する

福井松四郎氏の私信によると「この地方の沿岸のサケマスほすべて東よ．リ西に流れる侮流の強い場合，来遊する

ものが多く，日黒は9 月中旬頃よヴ 漁獲が始まり，水温の低下の目立つH 月中旬に特に漁獲が多くなり， 12 月

上句まで統き， 魚、 は専ら 海流と同じ方向から(右側より) 乗網する。漁場の水深は約 叩Om 沖で約おm であ

り ， 魚群ほもっと岸近くを回って網に入るらしい」。すなわち口黒の魚群はオホーックに―たん接岸してから海

流に乗って右から左へ向って回遊移動するものらしい。実際に知床方面ではH 月中旬にはすでに漁獲が少くな

る事から推測すると，漁場の左力向，宗谷方面への移動，すなわち口黒の魚群の東か西への動き， 更に宗谷岬を

かわしてからの南下の移動を想定できそうである。

このような想定はまた今田等(1952)の報告するサクラマス漁業の実態とも符合する。

なお突際に，日黒の漁場は―般に距岸 1000m 以内，水深約30m ，水温8。C 内外であり (知床， ウト p 沿岸

の 場合)，他方寒マスのそれは二般に・距岸 1000m 以遠，水深40-90m ，水温2。C 前後の事が多くく例えば道

南， 恵山沖で)， このような漁場すなわち生活場所の差異も両者の活動性の差異や， 日黒から寒マスに移る段階

の 変化の様相を暗示している。

その後のI月下旬頃 を ピークとするいわゆる「寒マス」の漁場の南への移りと2 月に入ってからの日立った漁

獲の減少は，「南下移動」(例えば北海道南部河川起源のものは恐らく青森―新潟の沖合まで) が暗示される。そ

の後， 3 月半ばから大形の春マスが南の海域で，  特に日本海では，いわゆる日本海マスとしてカラフトマスと混

って木格的に流網や延縄によって獲れ始め，その漁場が次第に北の方にしかも岸近くなる傾向(このような事ほ

三陸沖から北海道東岸にわたる太平洋側でも同様である ) の見られる事から「北上移動」と「北上接岸」の二つ

の 段階の連続を考えて見ても良いであろう。

これらの降海よりそ河直前までの@ 連の段階の連続に対応する血液の性状の変動消長は， 次の軍で詳しく述べ

られるように， 魚体自体の発育段階の変化を示すと共に海流，塩分，水温，餌生物等の外的環境の影響もしくは

魚体のそれらに対する反応の現われと見なされる。

セムコ (1956) によるとカムチャッカ 西岸のボリシャイヤ川からイ ーチャ川に至る地域で獲れるシーマの中に

はfi4ガ近い 3，十年魚、 (2 年目春降侮， 4 年目夏そ河の魚 )， 約乃ガの 4，十年魚□ 年目春降侮， 5 年目夏そ河の
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魚) が含まれる。換言すると凹お近い魚が海洋で2 回の冬を過した魚、 と言う事になり， これは北海道周辺のサ

クラマスが海洋でI 回の冬を過すと言う事と比べて著しく異る現象で， 恐らく生育海域の環境条件に影響される

ものであろう  

従ってまた，カムチャッヵ 西岸の河川に来遊するサクラマスの沖合回遊の範囲やコースは，北海道，カラフト

周辺に来遊するものと推定される日本海マスの回遊の範囲やコースとはおのずから異るものと推定される。

河川そ上成魚期

サクラマスの産卵回遊としての河川そ 上に関しては， 長内・大塚C1967)が紹介しているように地域によって

かなり差異があるが，北海道の主要河川で調べられた所では，河川の下流で姿を確認できるのは―般にr 月中旬

から6 月上旬に始まり6 月から7 月にそのビークが現われ，9 月の終りから 10 月上旬に及ぶものである。 産・ 卵

期までの下流域・中流域および上流域におげる各期をそれぞれ， そ呵成魚前期，同中期および同後期としてあて

はめた事も―つの典型的な模式を考えた立場の段階の区分で，あくまでも便宜的なものであり，従ってすべての

河川の場合に―律に通用するものでない事はもち論である。

更に長内等の観察によると，北海道の代表的河川では産卵期はR 月の終りから10 月の初めに及ぶものである

が ，その盛期は9 月の初句から中頃までであり， また産卵場所は同―河川内で見ると (例えば千走川)， 産卵初

期には上流域，盛期には中流域，後期には下流域へと移る傾向が認められる。

このような観察結果に従うと，函館付近の河川で9 月下旬-in 月中旬に海から入り，直ぐ産卵する，いわゆる

「 秋マス」の系統群としての特殊性を強調する事は過早であるかも知れない。

しかし目下の段階において河口域の漁業者の言によると，春マスのそ河の継続した形におげる末期の群とも断

定しか寸a るものであり，今後の検討の対策として残される重要なものである。

IV ・ 発育段階の推移に 伴う血液性状の 変化

サケマス類の回遊や発育段階の推移に伴う血液性状の変化についての研究としては Greene (1904) および

止nditt (1941)，久保 (I953, 1954, 1955, ェ 960, 196L) のものが有るが， そ河産卵期や降侮移動期のものに対

する観察に偏しており，その魚 種の生活史全体にわたり，季節的変化を追ったものは少い 。

本研究ではそれぞれのサクラマスの発育段階に応ずる血液の季節的変化および生活史の中の生活型の分化およ

び変異と関連して血液の性状を調べ，その生理学的特性を検討した。

I． 材料および方法

血液の性状観察のための材料はできるだけ白 然の生活をしている魚の材料を用いる事を努め，またそ才@. らの不

足の点を補い，実験的に例証を行う意味で，試験地あるいは人エ的な実験水路で飼育された魚を用いた，それに

閲する詳細は結論において述べたとおりであり， Fie ・ I で採集ならびに調査を行づた場所を示した。

天然河川の魚の血液の性状については， 同 ―の河川内で同―年次に多数の標本の充分の量を入手する事は実際

上かなり困難であり，更にまた，春季のように魚の移動の激しい時には同―の水域においても体生長の個体差に

起因する発育段階の異なる魚が混合して生息している事が普通であるから，―つの年次の観察結果のみでそれぞ

れの形質の季節的の動きを示す事は容易でない。そのような見地から， 止むなく多くの年次の魚 にっいての観察

結果を混合して表示し必要に 応じて外観上の同 ―様相の魚の資料をまとめてそれぞれのヵテゴリーに括って現

わすと言う方法を採った。

それに対して，試験池や実験水路の魚の場台には，事前にかなり焦体の大きさをそろえて放養しているので，

原則として，各 年次ごとにまとめて血液のそれぞれの形質の季節的変動を示した。

海洋生活期および河川そ 上期の照 については多くの年次の資料を混合し各段階ごとに 季節の順に配列した。

浸透圧濃度の測定においては，当初はべッ クマンの寒暖計を用いる従来の基本的方法を多少改変した独自の方法

を用い，血液全体について測定を行・い (久保，1953) ，数値は氷点降下度(FP (―。C)) そのものをもって表示

した。その後1969 年より血清についてク ナウアーのオズモメーターを用い，浸透圧濃度(osmolarity)を，リオ

ズモル/I (mosmol/1) の値で現した。
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なお氷点降下度と浸透卍濃度の間には，通常次記のような理論的関係の式が成り立@3ている。ただし，―1． 86

は水溶液の分子凍点降下度を示す数値である。

 OSmolFPosmolarit三 Lof3i(oo'mL,,,)x1000-― 1.86                                                             

従って

 FP( ―。C1二 0smolarity0(mosmol/l)X-1.86                                                    

しかし，実際に多くの試料について全血液の氷点降下度(―。c) を測定し， 更にそれぞれの血清の浸透圧濃度

(mosmol/1) を測定してそれから(2) 式によって氷点降下度を逆算すると，その数値は実際に測ったものの約

L品 倍に相当する低い値となる， 別記のとおり血清の塩分含量は，血液全体について調べたものよりもやや高

いものであり， また実際に同―試料について全血と血清の両者の氷な降丁度を比殴すると，前者は後者よりも明

かに低く，0． 95 内外となる。それにもかかわらず， 実際の全血液の氷点降下度が浸透田から換算した血清の氷

点降下度よりも高い値となると言う事は， 恐らく血液中の高い蛋白質含量と， 半ば固形状態の血球や血繊維など

の存在に起因する氷点降下度測定の時の異状な過冷却が作り出す誤りと解釈される。

箕老の血液の氷点降下度に関する―連の研究においては，その見かげの値をそのまま表示しており，それら数

値と対照のために本文中では，また，そのような見地から血清について測定値から全血液の氷点降下度を換算推

定する事は敢て行わず，比鮫の必要のため上むを得ず全血液の氷点降 F度を推定する場合には，前記の (2) 式

に補正係数としてI． 09 を乗じて計算を行った。

血液の塩分(塩素量ドの分析には，全血液のそれについてはSChaleS and SChaleS の力法を用いてmg/dl の

単位で表示し，また，血清についてはエ バリス(イギリス製) のク p ライドメーターを用い， ，リ出量(mE助q/l)

の 単位で表示した。

元来，加清中の塩分含量は血液全体のそれよりもかなり多く，実際に1968 年4 月下旬―5 月上旬のスモルト

10 数尾の全血液と血清について同―方法により塩分を定量した結果を見ると， 全血液の塩分は血清の塩分の0． 81

-0 ． 86 (平均0． 83) の割台となる。

更に同じ要領で， しかも多くの同―の試料についてSChaIes and SChaleS の力法で測定した全血液の塩分の

数値 (m 却dl 表示) は血清の塩分の数値 (mEqU 表示) の平均0・ 38 に相当する事が判った。

従って浸透圧濃度の場合と同様に，止むを得ず血液全体の塩分と血清塩分とを相互に推測換算する場合にはそ

れぞれ上記の平均値を用いた。

比重わ測定は Hammer Sch@ae の方法，に改変を加えた力法，水分の測定は黒田の方法，によった。また窒素

化合物の走最はキールダール，ネスラー仕法*，燐化合物の定量は Fisl(e and SnhhaRnw 分の方法によった。

なお，以下の本立ならびに関連する図姜において．窒素および燐化合物の各種の名称は次のような略称を用い

ることがある。

T-NTOta1-N                   全窒素………………全 -N                   

S，NSerum-N                血清-N                血清窒素               

@..................... @_p .................. TOta1-P  ................. T-P

S．P血清-p ............... Serum-P                血清憐                  

血清無機燐………… 血清無機-P ・……‥ Ino ，ganiC-P ……… … 1-0-P
全脂質燐……………全 脂質-p ............ TOtal lipid.P ……… T ・ L ・ P

血清脂質燐………… 血清脂質-P ・……‥ Se ，umlipid ・ P ……… S・ L-P

残余窒素‥              残余_N ， ..                                     R-N

アミノ 酸態窒素      ア，ノ酸態-N                             A ・ N

U-N尿素態窒素…………尿素態 -N ・………‥ U ，ea ・ N                   

% これらの詳細は久保 (1954 ， I955) に記した所による。
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呆2． 楕

I) 稚魚および幼魚の血液性状
稚魚については自然の河川において調へる機会を得ず，飼育された魚 について分析した。その結果はTable3

(久保， 1974 より引用) の上側に示したとおりてある。 すなわち既述のとおり， ―応の目安としてゥ p コの発現

する口前の段階を椎魚期と見なしたもので，表中の2， 3， 4 月および5 月のものかそれに該当するものである。

前期稚魚および後期稚角の初めのものは血液の比重と水分のみを示すに止まったが，低比重，高水分の状態は―

見してわかるとおり， -幼若期の血液の薄い事実を現している。

幼魚の段階に入る左各性状の値，成分の儂度が高まる様子がTable3で示される。特に9-10 月の相分化後

Table 3 SOme characteristics of b100d 0f the pond-reared juveniles @n

their first year Of life
       

Stage ノ

(mg/dl)(%)'。"'。。 ぶ。 Density(sp. gr.)Water (%)contentRed (100 b100d cells/mm3)count cell i.i,>_.,t,,,.,,t tlematocnt Serum contentnitorogen  (3)
F 1.0335@0.006 90.49*3.5March

(上 I)(?)

F LO317@0.0041 89.76*1.29 9150*1580 21. 2L土土工 4)  218 @ (3)76(6)(9)(12)
M"y

June-]JulyP 1. 0358 (15)*0'. 003387..96*2(10)25 12030 @1366(8) 24..4*3(9) 362 W*131
P 1 0372 *0.0040 8806*1.8I 9960*2373 23.4@3.6 467 @150(9)(15)(9)

August-
(16)(23)September

630 *141DP 1.0453@0.0050 83 14@2.23 13567@2113 34 8
(5)(1)(3.)(5)(8)

P 1 0390 @0.0019 87.76*1.39 10000*2073 2<0..9@6@(5)  386 *104(5)(3)(?)(6) 0ctober
SP 1.0410@0 003b 86 56*T 04 11000, 12100 25.1@2.1 430@145

C5)(9)(2)C9)(15)

 
(?)(2)(16)(9) NOvember-

* Mean @ standard deviation, ** Sample number

L=Alevm, F=Fry, P=Parr, DP=Dark parr, SP=Silvery parr
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Fig. I0 Fluctuations Of serum osmolarity Of juveniles from
natural stream In their first year Of life
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の銀化" ― ， ダークバー および中小形パーの三者の差異には注目されるものがある。

Fig. 10 は河川の幼魚の血清侵透圧の季節的消長を示したもので， 初期 (7J5) の段階から中期(8 月@) にか

けてやや高まりの傾向が見られるが， 9 月には低減の様相が認められる。その後二通りに分れる動向がちかがわ

れる。すなわち，上流域でやや消極的な生 330

 活型を示す群の場合には，―時低下はしな

  がらもH 月にかなり高い値を示すように =320  なる。逆に中流域に生活し，割合に活動的 苧 3lo

A4 A" ウ *4Q@ 巧 "  

@タ 
をクであ保持するようである魚では9 月の状態の低いる。 Fig・ 1I値を続げては実験水路 -くノヒy

  
の 幼魚の血清浸透圧の動きを示すものであ さ 290

 
▲Aりしないが，，自然の河川魚のそれとは9月から I0月に向必ずしも合致う -ヒ昇 ， n m0互 、 ク 、

月の低下，L 月の上昇の模様'は少し季節 へ 270 AUG ． SER OcT ・ NOV ． DEC ・ 」 AN ・ 「 EB  

が後にずれているが，河川の魚の秋冬の動 FIg ・ II FIuCtuationsofSerum OSmolarity Ofpond-reared
juveniles tD their first year of lifeきと似ている。

河川の幼魚の血清の塩分について調べた結果はFie ． 12 に  
示されるとおりで， 例数が少いので明言でぎないが，浸透圧  

十 l74  
 

  
  が存在しそうである。

 @1'/   

1@  
十千

   
 

 
魚 と中流域の魚の生活型の差異を示す。Fig.14の水路の魚 邑     

 卜□ @ ノの 10。 月からH 月にかかる低減の傾向は河川の場合の中流域 きl2o
の 魚の様相に近い。しかもこの場合，10 月下旬からn 月中

JUL. AUG. SER OCT. NOV.
句に向う顕著な下向の状態は， 魚の行功の上の何らかの変化 FIg ． 12 FluCtuationS Of Serum Chl0Iide

content 0f juveniles from naturalと関係がありそうである。 更にi月の高い値，2 月の低い値

stream In their 'first year Of lifeは寒中の魚の血液の―時的濃化と，その後の生理条件の変化

C恐らく栄養上の不利) の 漠様を

 UPPER STREAMGROUP              
反映するようである。

 

宮さ 。さ。
 
をプ。ット した。7m に―時低減

   

0U●●0 03一Q」

」。"，，町二封

   
NOV.OCT.SEPT.AUG  

 血清-p の 含量を示したものであ

るが，やはり除々 に季節と共に上

昇している事がわかる。

Fig. I3 Fluctuations Qf serum calcium content of juveniles血清の無機-P について同様に

from  natural stream fu their first year Of lifeして示したものがFig ・ 17 であ
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Fig. I4 Fluctuations of serum calcium content 0f juveniles from
experimental stream ;n their first year of life
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Fig. I5 Fluctuat one Of serum nitrogen  4    
' JUL ' AUG. ' SEP. ' OCT ' NOV ' DEC  rcontent 0f juveniles from natural

stream ;n their first year of life; Fig. t6 Fluctuations of serum phosphorus content

of juveniles from natural stream tn theiraccompanied by the standard de 
first year 0f lifeviation
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Fig. t7 Fluctuations of serum lipid phosphorus content of juveniles
Iroln natural stream Ln their first year of life

るが， ほば変動せぬままて経過するように見られる。

2) 銀毛化変態に伴う血液性状の変化

サクラマス幼魚の銀毛化変態に伴う血液の性状の変化については，筆者ほすてに氷点降下度，Nー化合物の含

量についてスモルトとパーの問に明かな差異のあることを示し(久保，1954)，更に春の変態の進行の過程を前

期，後期@!二つに分け，後期に目立って浸透圧濃度，塩分その他の成分の含量の減少による血液の―般的儂度低

下の模様茸示した (久保，1955) 。

その後の研究の継続の結果として，春に入ってからの婆態の過程には少くとも三つの段階のE 分の可能てある

事を示した(久保，1959;1965)。 すなわち，先に銀毛化の前期としたものを更に前期と中期とに分けて，中期

における侵透圧儂度の上昇を特徴あるものと見なした。
本項においては，それら血液の性状に関する知見について，浸透田に関するものを基本として，その後新たに

得られたテータを付け加え， 特に変態の末期から降侮に至る間に起る血液性状の変化が，その後の海洋生活に対
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して関与する所の生理学的意義をも検討しようと試みた。このために原則的に天然の河川の魚を材料とし， また

同時に人工飼育の魚をも用いて観察した。

北海道南部においては3 月の味から河川の上，中流に初期のスモルトが姿を現すようになり， 魚は上流より下

流へと移動すると共に次第にぞの変態が進み，5 月 申 ， ト 旬には木期のスモルトの段階忙到達する， 
従って変態に伴う血液の性状を調べるためには厳密には井上流から下流F と採取場所を移しながら，同―の魚

群を追うようにする必要がある。 L・かし現突の 問題として，そのような観察は極めて困難な事であり，ここで扱

った材料も河川内の採捕氷比鮫的容易な場所，区域(実際には釣のし易い地点) においで回数を重@bて採られた

ものが多い。

本文では函館の近郊の河川において，再三にわたって採取した材料について分析，測定した結果の中の代表的

なものを二三取り上げて検討を試みた。

しかしながら自然の河川の魚について銀毛化変態の過程を追5場合，前記のように単―の魚群の時間的変化を

調べる事ほ 極めて困難であり，とかく色々 な段階の魚の材料を混ぜて扱う事も避げられない。このような不都台

を補うために，試験池または突鹸水路に単―の魚群を放養して観察する事はまた有意義である。

筆者は河川におげる調査と同時に，サクラマス幼佳 の人エ的飼育もかなり多くの回数にわたって反復し， 特に

研究の後の方で@姦 実験水路に可能な限り  自然の小川に近い好適の環境条件(かなり

330の 流水量，流通 川 底に似た石塊礫石の配

置，水生昆虫の良好な発生等) を与えて放

養した材料を用いた。この水路に放養され

た魚は通常の試験池におけるものより―層

340健全と思われ，野生の魚 に匹敵する遊泳，

 移動の行動を示した。

300
以下，これらの材料について血液ゼ採取

PSEUD0-SMlD-s

し分析測定した結果について，天然河川の

魚のそれと対比して棟討した。

A ． 血液の浸透圧粘度

 

Srnolt，中期スモルト， post-smolt， ‥ 後期 4O」

の 段階 (prし ismolt，前期スモルト ;mid ・ ・ "宝靭 スモルト ) 毎に浸透田のデータを区分して 琶 29o
 掲げた。その中のA に示したものは1959  

 MAR  年の春の茂辺地川のスモルトの血液に関す

るもので，4 月， 5月を通ずる期問の中で，
320

主として初期には上流，中流，中期には中

 流，後期には下流において採取するよう@'二  310

@
努ヵしたために，それぞれ初期には前記ス

 モルト，中期には中期スモルト，更に後期

300には後期スモルトの段階にある魚が捕えら

MAYAPR  れた事になる。なお実際に茂辺地川の河川

の形態は河口域に至るまでいわゆる広義の

「渓流」 の様相 (可児のE 分によるとBb

型) を保っており， しかも 1958 年の8，

9 月の観察によると， その春先に発生した

Fig. I8 Fluctuations Of serum osmolarity of fish from

natural stream during the period of smolt-

metamorphosis
A-MOheji River, 1959, B-Shiodomari River,

1972, C-Shiodomari River, 1973

28



北海道のサクラマスの生活史に関する研究

サクラマス幼魚の数量は例年になく大であり，従って恐らく彼等は当才魚の早い時期，遅くも秋の初めには河川

の全域にかなり広く分散移動したものと推測される。実際に1959 年春に釣獲を行った約8km の流程の間には

ほぱ―様に魚が分布しているように見受けられた。従って材料として入手・した 魚ほ大よそ同―の速度で銀毛化変

態を遂げていたとも推測される。そのような理由から図 示したような典型的な山形カーブが得られたかも知れな

い。 すなわち初期には低く，中期に目立って高まり， 降海直前の変態末期に再び顕著な低減をすると言う極めて

鮮かなカーブが想定される。

なおこの茂辺地川の材料の場合，汐泊川のそれと果り ， I 日毎にかなり多数の魚の血液を混合したものの分析

結果を求めてI個のグラフの点として示したもので，換言すればかなり信頼度の高いデータの平均値の配列と言

う事になる。

させら十しるが次に B 示す，これは材料の1972年のものを主とする藻取 場所 め所の，不連続的な事に汐泊 川の 魚起因するものとに関するグラフは考えられ，結果的には― 見してかなり 不規則な散布を様 々な 段階の魚が感じ

前後ぷり混っていたものと見なされる。しかし，それぞれ， 同―のカテゴ・リーのものに囲いを付けて眺めると，

やはヴ 前記卜茂辺地川の魚のそれと同じく，前期スモルトの囲いをされたものは変態過程の早期に低い値を示
し，中期ス年ルトの囲いをされたものはその中期に高い値で， 更に後期スモルトのそれは後期に再び低い値とな

って現れて小る 。

なお，3月初めの越冬状態にある魚の血液の浸透圧は著しく高い。
同じく汐泊川の1973 年の場合，魚の採捕場所を割合に狭い―つのE 域に定めたためか．そのデータは図中のC

に示す通り，各点の分布は段階毎にかなり良くまとまった配列を形成している。やはり，前の二者と同じく:前，

中 ，後の三つの段階の点の分布は血液の浸透圧においても低， 高 ， 低と言う山形カーブのグラフを想定させるよ

うな配列をしている。

特に中期の6 回と後期の3 回の材料による二つの囲いの対比は中期ス壬ルトと後期スモルトの差異とその間の

変動を．極めて明確に示している。

また， 同 ―の採取の日に二つの別の段階の魚が同時に出現しているのは，当然の事ながら変態の速度に遅速の

差異のある小魚群が次々 と日を追って上流から下流へと移動するために， 4 月の初めと5 月の末を除いては，二

つ，あるいぼ二つの段階の魚が混って採捕されると言う理由に基くものであろう。

これら三つの事例を通じて次の事が確認される。

外見的に区分される初期から末期への銀毛化変態の移り変りほ， 体内においては血液の浸透圧濃度の上り下り

と言う明白な現象として現れ， 特に降海面前の顕著な低下は， 抗流性の喪失と言う特別な生態学的特性と併行す

るようであり，更にまた河口域における塩分慾求と，更に後述する所の海水適応能力の強さを事前に具えると言

う 生理学的特性をも暗示する。

 次に前述の天然の河川のスモルトの血液で見ら

CLIMAX

 ぜT"。ぢ。'"

れる浸透圧の消長を実験的に裏付けるために， 試

期的変動の観察により．側面的な例証を試みた。

 

L． 臼A
あ る。 この図は1955 年の外4年実験観察の結果 

 
MAY

Mノであり，氷点降下度はもち論個体変異を示さない ． 65

が数個体の混合血液であるから，それらの平均値
.63

と考えて差支えない。年次により，氷点降下度の
APR  MAR  

ビークの現れる時期がやや異るが，気候，気象の
Fig. I9 Fluctuations of b100d freezing point Of

pond-reared fish during the period 0f条件，人為的な管理の条件の多少の差異が変態の

smolt-metamorphosis進行の遅速に影響したためと見なさね ・る 。 3 月
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 「 340上，中旬に低く4 月中，

下旬あるいは5月上旬に

スモルト中期特徴を示す

蜂が出来，その後， 5 月

中，下句に向って目立っ

て低下する事は自然の河

川の場合と似ているが，

―般的な通性として，河

川の魚の血液の性状に見

られる上り下りよりも時

間的に幅が広いようで，

これほ試験地と言う条件

と関係があるかも知れな

 
I964 年のカーフの示

h280
す3 月中句のやや高い値  は冬季間の高い値の状態

MAYAPR  MAR  FEB  
の持続と言えそうであ

Fig. 20 Fluctuations Of serum osmolarity of fish from experimental  

stream during the period of the smolt-metamorphosis;る。

accompanied by the standard errors (black columns) andその後，1971 年， 1972

the 95% confidence limits (vertical bars)年および1973 年に天然

の小川E 似せて作られた実験水路において行った観察の結果を Fie ・ 刀 に示す，1972, 1973 両年はやや材料数

が少くなり，しかも見かげの上で結果が似ているので，両方の結果を併せて計算した。

197 ェ 年と1972, 73 年の結果を比べると， 中期スモルトの特性を示すピークは4 月末， 5月初めに現れる事は

河川のものと同―であるが， 1971 年の結果を示すカーブは個々 のデータの変異の幅は標準誤差によるものはもち

論，平均値の信頼限界もかなり狭く ， 従ってグラフとしての信頼性はかなり高いものと見なされる。

すなわち，両図から共通して認められる事は，前記の天然河川E おいて魚を釣獲して血液を取った場合と異

り ，原則として魚群は単―であるため，変態の進行に伴う個体差が割合に少く ，血液の性状においてもその分散

は比較的少く ，時期の前中後に対応してE 分された変態冬期の魚の血液の有する特徴が良く認められる。すなわ

ち，浸透圧濃度ほ前期に低く，中期に高く，そして末期に低いと言う変動の模様はかなり判然とグラフ上に観察

される。

筆者の初期P 研究 (久保，1953; 1954) においては主としてスモルトとダーク" ― (若年成熟雑魚) との比較

を重視し， ．前者の血液の氷点降下度が後者のそれよりも高い事ほ，血中の塩分含量よりもむしろ尿素， ア，ノ酸

等を主体よする・非蛋白窒素化合物に因 るものである事を論じた。その時にダークバー として扱った魚は，その後

の 見解では疑似スモル 十を ・も・ 含むものであり， Fig.18 の B およびC で示されるようにその浸透圧は前期なら

ぴに後期ズモルトの血液よりは計 、 が，中期スモルトのそれよりは低い値を示している。

L 塩 ・ 分 含 a

Fig. 21 @丈河川内の魚の銀幸化変態に伴5血液 (全血) の塩分含量の季節的な動ぎを示す為， 各年次のものを

プールしながらグラフとして直接データをプロットしたものである。 浸透圧の場合と同様に魚 体の外観上の特徴

によってデータを前， 中 ，後の三期P 分けて表示し更に，Fie ・ 18 の場合と同じように各期毎にその分散の模様

を見易くするために大よその範囲を示す曲線を画いた。

これによって概観するとやはり3月―4月中頃まで見られる・前期スモルトの血液の塩分ほやや薄い傾向を示

し 4 月後半に現れる中期スモルトのそれは広く分散しながらも矢印の示すようにやや上向きの切きが想定され

る。 しかし，これは僅かにそのような傾向があると言う程度のものである。 しかし中期スモルトが後期スモルト
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るものとして試験池の佳．の血液の塩分を示すFig  

  22 と実験水路のそれを示す F ， g． % とがある。

示す折線は F ， fi I9 の 1957 年の魚の氷点降下度

旬の高い塩分と低い氷点降下度の対照と言う事に 
なり，―見矛盾した現象がうかがわれ，浸透圧と    

MAYAPR  300 MAR塩分との関連性の強さには否定的な考え方か生れ

る 。 また実験水路のスモルトの血液Cこの場合は Fig.21 Fluctuationsofbl00dchloridecontentof
 fish from natural stream during the period

Of smolt-metamorphosis
血清) の塩分の消長を示す FlE ． 乃 の模様も同じ

ように3 月末から4月初めのスモルト前期から4

 
月末のスモルト中期にかかる塩分の

420-上昇は有意的に認めるのは難しい。

ソ。のスモルト前期から中期にわたる侵 互 
  

透圧の上昇とその後の下降の現象か

塩分含量の消長と結び付くものと即

断し難い。  

   @¥1959   
JUNMAYAPR

360
MARFEB.その後も日立って起る 塩分の低減ほ

各日に共通する所の，かなり有意性 Fig ． 22 FluctuationS Of b@00d Chl0r@de content Of pond-reared
 

fish during the period Of smolt-metamorphosisの 強い動きと見られる。たたしこ

の低減が侵透圧の低下を導く最も重要の因子か否かは明言てきない。なお， 休 氷点降下度の場合と同じく，この

研究の初期においてぼ 初期および中期のスモルトの血液の塩分と同時に採捕される，バーおよび若年成熟雄魚の

150 
---120 
山7
@150
 

  

"□ 士イイ" 士、tT十
 

十no 1973

JUNEMAYAPRMAR  FEB  

Fig. 23 Fluctuations Of serum chloride content Of fish from experimental stream

during the pesiod of smolt-metamorphosis, accompanied by the standard
errors (black columns) and the 95% confidence limits (vertical bars)
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A ム・

 
1969-1972

それを比較して両者の間の差を強調したが， Fig  

 
21 においては河川内のパーおよび疑似スモルト(広

義のパー) の血液の塩分の低さをうかがう事ができ

る。

C ． 血清カルシウム吉仁

-- -▲□ -□ -，    
FiR ． ，別は河川内の魚の銀毛化変態に伴う血清のカルシの氷点降下度およびクム 含量の消長を塩分の場合と示した。 河川内の同じく， スモ前 ， ルト中 ， 仝p/口E 8

後期に識別区分されたデータに囲いをして季節的な-トN
 
 

I I 動きの傾向を観察。 ―    '"    1969-1972年の混合したデータと 1973年-データ 言 4 l973
 

" ， :へ
の 両者を配置したが，塩分の場合と同じくスモルト 主

前期より中期に至る動きの傾向を明白にする事は難 弓

しいが，スモルト後期の什 においては時期的な低減 き l2
 PRE-5

 
の 傾向のあるように見受げられる。

―方，血液の他の性状と同様に，実験水路の魚に

 ついて血清カルシウム含量の消長を見ると F@e ・ 乃

 
のようにデータの分散変異か著しく，―定の傾向の

存在もつかみ難い。 強いて言えば1971 年の魚 ては

 スモルト前期に低く，中期にかなり高まり，後期に   
ナーー--MAV  APR  ,-MAR.      20 25

低減の傾向を示しており，―見血清の浸透圧 (Fig  

刀) と関連した動きをうかがう事がてきるが， 1973 F@g． 24 FluCtuationSofSerum CalCium COntentof
fish from natural stream during the period年の場合は全く逆の動きとなっており，理解し難い。
of smolt-metamorphosis

1

 

 

 
 
 ―― 
 
 

l三コ

 
Q」
5'o

APR

 
Fig. 25 Fluctuations of serum calcium content of fish from experimental stream

during the period of smolt-metamorphosis; accompanied by the standard
errors (black columns) and the 95% confidence limits (vertical bars)
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D ． 血液の比重および水分

Fle ． 26 は河川内のスモルトの変態の過程を追う血液の比重および水分の変動を示したものてある。 他の形質

と同じく同じ時期に各期の角が梶合している為に，かなりデータの分散が見られるが主観的てはあるが，点線に

よって上り"卜 りの傾向の表示を試みた。

比重と水分はちょうと逆の変動の傾向が現れており，4 月のテータは相対的に少い水分とやや高い比重を示し，

 

     ぬ，    
 ,,69

  
 

 
1957

・ な  
 

 

1959

 

T山  吉毛@

  85  

" 十●9@-L.◆ ―

 
 10450-  

* * * 4:

-c9・   

MAR  APR MAYセ4
Fig. 27 Fluctuations of b100d density of pond  10350-

reared fish during the period 0f smolt  
':MAY44   

 
t APRIL

Fig  26 metamorphosis ; accompanied by theFluctuations Of b100d water content and

standard errors (black columns) and thedensity Of fish from @natural stream during
95%0 confidence limits (vertical bars)the period Of smolt-metamorphosis

 90

W@T 知の NT (川

1

90 85

90

―-士/ 王 
MAYAPR.MAR.FEB.

Fig. 28 Fluctuations Of b100d water content 0f pond-reared fish during the

period Of smolt-metamorphosis ; accompanied by the standard errors

(black columns) and 95%0 confidence limits (vertical bars)
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9「「1971

江卜
士―-- 干 -□□ -+"--士。

z B4 ―

。トし
巳 B2 □
 
耳三

38 ―  
JUN.MAYAPR.  MAR「 EB  

 
1.0500-

 1971
lM50 ―

" ‥側 "

」 UN  

ノ  1973
 0400 ―

MA,  APR   
Fig. 29 Fluctuations of b100d density of fish from experimental stream during"

the period Of smolt.metemorphosis; accompanied by the standard errors

(black columns) and the 95% confidence limits (vertical bars)

Fig. 30 Fluctuations Of b100d water content Of fish from. experimental stream

during errors the (Hack period columns) Of smolt-metamorphosis; and the 95% confidence accompanied limits (vertical by the standardbars)
5 月上旬は明かに水分が増し，比重の低下が認められる。更にその後，水がの減少と比重上昇の傾向が現れてい

る 。

5 月上旬の高水分と低水分比重の現象が，直接スモルト中期を現わす所の浸透圧における上昇の時に該当する

かもしくは中期から後期に移る変り目の時と符合するものか即断てきないが，しかし重要な問題てある。

更にまた，池中ならひに実験水路て飼育された魚の血液について調べた比重および水分の時期的変化を示した

ものかFig ・ 27 ， % ， 29 および乱 てある。 試験池と実験水路の両方を通じて5月上，中旬の水分低域の傾向か

現われ，またその後， 5 月下旬に水分増大の動きが見られ，比重の値ほ大よそ逆の消長の傾向を示す。もち論，

これらは各年のデータにおいて浸透圧の消長と―致した上り下りとはなっていない。

すなわち，血液の比重，水分の値は面接その浸透圧を支配するものでほないが， 銀毛化変態の末期の比重の下

降と水分の増大の動向を肯定てきそうてある。
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 血液の空乗および燐化合物

Fig ． 31 は河川のスモルトならび仕池中飼育された魚の血液の全-N の 季節的変動を示すグラフてある。 河川の

もの，池のものをプールして―つ6  変動の傾向を表示すると区中の点線のようになり， 銀毛化の進むにつれて

全-N 量の増大する模様がうかがわれる。このような銀毛化変態時の全-N 量の動きは，筆者の研究初期のデー

タ (久保，1955 より引用のFig. 32, 34) とも良く合致する。ちなみに，この数値を6 25 倍した値は大よその

蛋白質の総量となり， この積算率は次に述へる血清の総-N 量にも当てはまる。F， g・ 33 は河川のスモルトに関

する血清の総-N 量の動きを示すグラフてあり，変態を前，中 ， 後の各期毎に囲いの曲線を画くと，侵透圧の場

合と良く似た変動の傾向が図中の矢印のように認められる。

血借-N 含量に見られるこのような動きはまたFlg ． 35 に示した河川，池中，両方の魚の血液のア、ノ酸態-N

の含竜の消長にも認められ， 4 月後半すなわちスモルト中期から5 月のスモルト後期にかげての低減の傾向かわ

かる。

このよらな模様はすてに久保 (1955)が指摘した所てある。  

しかし，Fle ． 35 の下方に示す非蛋白性窒素含量はア，ノ賄尿索その他の合計を表わすものてあるが，むし

ろ変態中期より後期に向って増大の傾向を示している。これは久保(1955)の報告する所の銀毛化変態後期のア

，ノ酸， 尿素の低減の様相とは台致しない。
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Fig. 31 Fluctuations of total nitrogen content of b100d of pond-reared

and wild fish during the period Of smolt-metamorphosis
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Fig. 32 Fluctuations 0f total nitrogen content 0f b100d of

pond-reared fish during the period Of smolt-meta-
morphosis (from Kub0, 1954)
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Fig. 33 Fluctuations Of serum nitrogen content Of fish from natural

stream during the period of smolt-metamorphsis
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Fig. 34 Seasonal fluctuations Of characteristics Of b100d of

pond-reared fish (from Kub0, 1955)

銀毛化変態がクライマックスの状態に入る場合，前記のものと別個の核酸代謝に由来するある種の N 化合物

が増大する結果として残余-N の 総量が上昇するものと推測される。

また，後期スモルトにおげる全血-N み上昇と血清-N の 下降，すなわち両者の差の増大の傾向はスモルトの
降悔前における相対血球量の増大を暗示する。実際に赤血球数の測定結果ならびにへマトクリ，ト 値の観察結果

(筆者の未整理資料りは降海時のザケ稚魚のそれら(久保，未発表) と同じようにかなり目立った上昇を示す。
すなわち" ―の赤血球数がion-T 刀万個/cc であるのに対して。後・期ス毛ルトのそれは130-150 万個/CC の数値

に達する。このような現象は淡水よりも酸素飽和度が 叩2 ほど低い海水に移るための事前適応の現れの―つか

も知れない。

銀毛化変態時の血液中の燐化合物の動向について，観察資料の数が少いので明言L 難いが，河川のスモルトに

ついて血清の総-p ，脂質-p ，無機-p の三つについて測定した結果を時期を追って配列したものがFie ． 36 で

あ る。 
" スモ ルト以外の段階および相にある大形幼魚の血液は極めて疑固L 易く ， 方法上の誤差が大きいため，木立

では取まとめを保留した。
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Fig. 35 Fluctuations of some nitrogen compounds Of b100d of pond-reared

and wild fish during the period Of smolt-metamorphosis
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Fig. 37 COrrelation between freezing point

Of stream smolts and water temper-MAYAPR
 

ature (from Kub0, 1955)Fig. 36 Fluctuations Of some serum phosphorus

compounds of fish from natural streams

during ・ the period 0f smolt-metamorphois

総-P KL関しては分散か甚L いため変動の傾向をつかむ事はてきない。脂質-P の 場合，曲線をもってカテゴリ

ーを分げると後期のス壬ルトの血清の脂質-P は前，中期のものより低減するように見なされる，

また，血清無機-P は割合に分散が狭く現れていて，その生理的恒常性のある事が暗示される，

このように降侮前のスモルト期には，本来恒常的てあるべき血液の各種成分かかなり意味のありそうな変動消

長を示す。 特にそれらを代表する所の形質ほ浸透圧儂度 (氷点降下度) であり，―力外部環境を代表するものと

しての水温の顕著な上昇が実際に起る 。 久保 (1955) より引用したFlg 37 の示すように―見して氷与降下度と

水温との問には明白な逆相関がうかがわれる。
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しかし後述するよ5に銀毛化の進行と降海行動に関与する要因としてはかなり複雑なものが考えられる。

3) 海洋生活前期の魚の血液性状

A ． 河口堆幼魚期ならびに北上移功幼魚期

降下直後の呵口域の魚については自然の状態では観察する事は不可能に近いので，侮水適応芙挨におげる，侮

水移行後3f および凹時間目のテータならびに46 および咄時間目のスモルトの血液に関するものの―部を抽出

して掲げたものがTablel4aa ならびにTabte 4-b である。

Table 4-a SOme characteristice of b100d 0f estuarine waters smolts represented by

those of fish experimentally transfered into seawater . Experiments

conducted ;n the years 1965 to 1968 inclusive
  

B100d

characteristic

    
'弼 '弼19671966I% 石 工 9ぽ@

, May 9 July 1 May I6 June 9 May 5 June 23

TOtal average*HOurs tD seawater
 

36h36h36h48h46h46h   
0 653+0.0340 69 0.62 0 64 0.620 67 0 70Freezing point

C?)0.63(刀 ―。C)

370 土 22.63胡3604053別Chloride content

(5)3肪(C1-mg/dl)

1.0390 1.0397 1 0396 1.0420

1. 0404-1:0. 0033
I． 0372 ェ 0417 1． 0妃3 1． 田99

(16)
工 ． 0417 I 046 工Density (sp. gr.) 1.0384
1.041fi I 0仙2I・ 0357

工 ・ 0422I・ 0373

明.7 85.6 86.6 82.8

85 7@2.01
86.8 82. 7旺． 8" 肚円

(14)
83 ・ 085  87. 6

Water content

82 ． 789 ・ 0(%)
匁5・ 6

77
Rest N content

(mg/dl)

280320Serum (mg/dl)N content
51Serum (mg/dl)P cpntent

I520Serum content lipid (mg/dl)P

I8 " I8
Serum inorganic
P content (mg/dl)   

* Mean @ S. D., n0. 0f fish tn parenthesis

Table 4-b SOme characteristics Of b100d of estuanne waters smolts

represented by those of fish experimentally transferee!

into seawater: TOtal average (Mean*S. D.) of data ln

many experiments conducted @n 1971 and 1972
 

36-39hHOurs In seawater  
B100d

(N0. 0f fish)characteristic

338.1 *26 8 (22)Serum osmolanty (mosm/1)

144. 6 *16.1 (8)Serum chloride content (Cl  mEq/1)

10. 9@ 1.9 (19)Serum calcium content (mg/dl)

1.038 士 0.004 (別)Density (sp. gr.)

87.8 @ 2.6 (25)Water content (ガり
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Table4-a に示す氷点降下度ならびに塩分は全血液に関するもの，Table4-b に示す浸透圧ならび塩分は血清

に関するものであるが，いつれの場台にもその数値は意外に低く，淡水生活時期の魚の血液のレべ /i@に近いもの

である。

しかも―二の特例を除いて低比重，高水分の状態にあって，ストレスなどによる脱水の状態に陥っている様子

はなく，また血清のN 含量がやはり意外に低い事は大きな特徴として注目される。

Table 4-a, 4-b を―見して分るとおり，急激に海水に投入された後期スモルトの場合，どの系列の魚 におい

ても，―昼夜経過後の血液の浸透圧濃度が予想外の低い値となっている。また水分量の増加と比重の低下と言う

現象を併せて考えると，血液の各 成分の濃度の全般的な低下を認める事ができよう。

全血の氷点降下度の―0． fit)，―0． 70 。C はやや高いようであるが，その主体を占める―0． 62-0.67 。C と言5値

の範囲は止に淡水時代の値そのものであり， また血清の浸透圧値においても淡水生活時代の血清の340moSmol

以下の数値が大部分を占．めており，更に浸透圧を支配する主要素である塩分においても全血の 3凹mg/d@ 以下，

ならびにそれに相当する血清の140mg 以下がデータの主体となっており， 魚 体の塩分排出の機能の強さを良く

示している。

血清カルシウム含量の 10mg 内外の値は，河川生活時のスモルトのそれの通常のレべルよりも低下の傾向が

うかがえる。

また，血清蛋白質量の日安としての血清総窒素含量は明かに淡水生活時の数値より低いと言えよう。

完全に海水中の生活に順応したスモルトが岸に沿って逐次北方．あるいは東北方に移動する時，丁度そ阿前の

成魚と期を同じくして定置絹に乗る事が多い。

文末に付記したApp ・ Table I は沿岸の定置網に入った魚の血液に関する測定分析の結果を示したものであ

る。

上述のような人為的な飼育の魚の血液についてのデータに比べると，App. Table I に示された定置絹の魚の

血液の場合，氷点降下度と塩分がかなり高い事が注目される。それらの中の最も低い例のiq任年6H 21 日の釧

路の魚にあっても，氷点降下度は―0． 70 。C，塩分量も400mg であり， これらの特性は前掲の二つの表のデー

タと比べて異状に感ぜられる。

これについては後述のとおり，血液採取の方法上の問題が介入ずるが，ここではそのままのデータを掲げた。

先に述べたとおり，スモルトが降海後北海道の沿岸水域に姿を見せている期間は， 恐らくI ヵ月に満たぬ短か

l@ ものと考えられる。そのような考え方に立つならば人為的に海水に移された後，数日を経て生理的に安定化し

た状態の魚の血液は， 恐らく沿岸を遊び，北卜移動の回遊をしている自然の魚のそれと良く似た性状を示すもの

と見なして良いであろう。

この目的のために海水適応に関する実験の中の3-6 日間の海水飼育後のデータ，ならびに半月内外の海水飼

育に係るデータを併せて掲げた(Table 5 および6) 。

これらの実験における海水中のスモルトは外観上かなり安定化したように見受げられ，良く摂食もするように

なり，特に半月内外の海水生活を経たものは極めて鮮かな銀白色を呈し，遊泳行動も平静で，自然状態の沖合の

スモルトと全く同棟であった。

海水移行後3-6 日日のスモルトの血液の特徴は Table5 で示されるよ5 に ， 明かに水点降下度と塩分含量の

低い事において先に述べた河口域の幼魚の状態に似ており，更にTable 6 から海水に入って半月近い魚の血液

が全般的にかなり薄くなっている事が良く分る。 特に血清の浸透圧値が300mosmol 以下のものが多い事は，

全血に換算すれば氷点降下度―0・ 62 。C 内外のものが主体となる事を示すもので，また血清塩分U4nm 助 は全

血に推測換算すれば約 3凹me/dl と言う 低塩分に相当するものである。 このような低い数値の浸透圧および塩

分含量は淡水生活時のレべルと同 ―か，もしくはそれよりもむしろ低いようにも見受けられ，彼等の海洋生活初

期の順調な塩分排出能，浸透圧調節能には注目されるものがある。 更に血清カルシウム含量の少い事，低比重と

比較的高い水分量は本来の北上移動期にある スモルトが， 恐らく自然の状態で保持しているであろうと推測され

る 浸透王の調節に関する勝れた自律性の存在を示すものであろう  
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75

Table 5 SOme characteristics Of b100d of north-ward migrating smolts represented

by those Of fish experimentally transferee@ into seawater

(3-6 days after transfer)  
    I968       "

   
196719661965

June I6May 2I  June T3May I4B100d
TOtal average*Days tn seawater

characteristic
3d6d5d5d

0 ・ 伺  .645*0(4).0060・ 650・ 65 .64Freezing point (4-@C)

375-1-7.07
 370375370385

Chloride content

(C1-mg/dl)

工 .0332上 ・ 0486工 ・ 0368

1.0334 1.039@ 0.005I・ 0似5工 ． 0403

 I． 039I .0364Density (sp. gr.)
 .0421 .0300

 .0414

82. 4a3 ・ 工比山
84. 1士 2. I82 ・ 482 ． 989   

(10)82 ． 7肚乃Water content (ガ)

82 ・ 8甘@・ 7

72Rest N content (mg/dl)

260
Serum N content

(mg/dl)
4848Serum P content

Serum Ipid P content

26(mg/dl)

I9
Serum inorganic P
content (mg/dl) 

* Mean @ S. D., n0. 0f fish in parenthesis

Tabfe 6 SOme characteristics Of b100d of north-ward migrating smolts represented

by those 0f fish experimentally transferee@ into seawater

(10-17 days afters transfer)      
1974197319721971

June T9Oct. I3June T7 Aug. 31B100d
TOtal average*Days ;n seawater

characteristic
15dlod17dlod

  
308. 4 @8. 09

298 304302

(II)
306 302304
306310322

Serum (mosm/1)osmolarity003o3刀

142+2
140

 
Serum chloride
content (Cl  mEq/1) 142144

9． 4士 1.8
9・ 06・ 6

(6)
I工  In ・ 0Serum calcium

I0   I0   content (mg/dl)

I・ 0300 1． 03%

I． 0切6 1． 0369 t． 036 士 0． 004Density (sp. gr.)
(5)工 ． 0359

89   8,7.  87   

                 87. 6 (14)*2. 3985.486   Watercontent(%) 昌士昌

89.490   92 ・ 上

5側 5叩 田4+41 ． 6Serum N content

(4)  670 610   (mg/dl)

* Mean @ S. D., n0. 0f fish tn parenthesis
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B ． 沖合 深居期

この期，すなわち海洋生活におげる7-9 月の魚 に関しても，自然の条件においては全く見る事ができないも

のであり，それに代替するものを人エ的に再現するため．に，長期間スモルトの悔水水悟中の飼育を行い，盛夏を

中心とした所の海水移行後70 日―1乃 日目に魚を取り揚げて調べた血液の分析，測定の結果が Tah 卜 ? である。

4 回の実験的飼育の結果を通じてかなり低い氷点降下度と塩分が見られ，また比重，水分を見ても血液の濃度

が淡水時代のl@べ /l@に匹敵する程に低い事は注目され， 非蛋白性 (残余) N の含量，血清のヵルシクム含量も

河川生活期のスモルトのそれらとは著しい差異がなく， 前項に示した北上移動期の幼魚の血液と共に極めて強い

浸透圧の調節，塩分の排出機能の存在が暗示される。

Table ・ ? SOme characteristics Of b100d Of fish experimentally reared

in seawater for a long period       
197119661965

Au@ 20 TOtal average*Sept. 21July 21                   Date Sept. 196328
75d90d70d125d B100d

characteristic        
0． 667 士 0． 0080・ 680． 570.fif0・ 66Freezing point

 0・ 660.fi7 .67(刀 ―。C)

365 士 19 ・ 4350370385380Chloride content

340(C1-mg/dl)

上 ・ 0477 .0377I・ 0327

(9)
T.03721.0359 1.039士 0.006工 ・ 047I .0346I・ 0334

Density

I． 04 以(Sp ． gL ． り

87.0 @0.86
S?.  85 ・ 586 ・ 387. 2

(9)
S?.  86 ． 687 ・ 0&@ ・ 5Water content

87 ． 0 
70Rest N content

72(mg/dl)

工工
Serum inorganic
P content (mg/dl)

工工     .87t1   

(3)II ・ 5Serum calcium

I0   content (mg/dl)  
* Mean @ S. D., n0. 0f fish @n parenthesis

4) 海洋生活後期の魚の血液性状

A ． 「 口黒マス」期ならびに「寒マス」 期

App ・ Table 2 は晩秋，初冬に接岸する，いわゆる日黒の血液の主な性状を，また， App. Table 3 は冬季問

沿岸を南下する成魚，いわゆる寒マスの血液の主な性状を示したものである。 前記のとおり，場所によっては両

老の生活様式の 明確な区分は困難であるが，―般には前者が―時的にかなり岸近くに来遊し 時として河口域に

まで接近するよ@5である (宗谷地方北部の漁業の実状)。 ―方， ここで寒マスとして取扱ったものは時期の上で

かなり幅があり，特に後期(3 月下旬) のものには実際の漁況から見て，前期の春マスのものに近いものも含ま

れる事もあるが， 日黒， 寒マス共に―部の例外を除いて，―本釣による魚を材料として血液を採取したものであ

る。

先に App. Table I および Table 5， 6 で示した約4 ヵ月前の北上移動幼魚期の魚の血液と比べると， ―方

は定置網による採捕， ―方は―本釣と言う力法上の差異とも見られるが，口 黒の血液は明かに全般的に濃度が低

下しているように見えるが，しかし人 エ飼育によって再現した所の北上移動幼魚期ならびに沖合深層期の魚の血

液の性状 (Table 4-a-6) ならぴに長期海水飼育による夏の魚 (沖合深層期の魚に相当するもの， Tab@e 7) の

血液との間には目立った差異が認め難いようである。

ここで―つ注目される事として，例外的に定置網で採捕され，水槽で陸上まで運搬された後に血液を調べられ

た19fi4年nn12 日のウト口の魚 に関するものは，同時に―本釣によって獲られ，その場で画ちに採取された
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Table 8 SOme characteristics 0f b100d of "Kuchiguro" and "Kan-masu"

(Mean @ S. D., n0. Of fish ;n parenthesis) 
Stage―"

"Kan-masu""Kuchigro"Bl00d
。bノ。，。teristic ――

Freezing point
(J--C)

Chloride content

(C1-mg/dl)

Density
(sp. gr.)
Water content

(%)
TOtal N content

(mg/dl)
Serum N content

(mg/dl)
TOtal P content

(mg/dl)
Serum P content

(me旧 1)
TOtal lipid P
content (mg/dl)

Serum lipid P
content (mg/dl)

Serum inorganic  
content (mg/dl)

0． 67 士 0． 016

(8)
389 *19

(8)
I． 047 士 0． 004

(9)
刈土工   

(5)
1853 @278

(6)
568 @97

(6)
153*29

(3)
77 @16

(?)
25@ 5

(6)
42@ 7

(5)
 

 士

（7

 
 

0． 71 士 0． 04

(工 7)
418@43

(15)
I． 049 士 0・ 003

(9)
84*1   

(8)
19咄士318

(9)
673 *101

(8)
397*66

(5)
181*59

(6)
88 @11
(5)

42 @12
(9)

血液の分析測定値に比べて，すべてにおいて高い値を示し 血液が全般的に濃縮されている事が明かに分る 。 こ

れは方法上の問題として考慮されねばならない。

Table 8 は App ． Tab@e 2 の I枚およびApp. Table 3 の 2 枚にっいて内容を集約するために各表から抽出

した血液の主要な性状について統計的処理を行いC平均値に標準偏差を付加) ―括して表示したものである。

原則として例数 (個体数) が3 以上ある形質についてのみ計算を行った。ただし―見して甚しく異常と見なさ

れる数値は除外した。

すでに述べたようにa黒が準成魚として来遊する頃の 海況は，北海道では末だ本当の冬季の状態に入っていな

いようであるが， 彼等は南下もしくほ西流する海流に押され，あるいはそれに乗るよ5にしてかなり渡密な群を

形成して接岸するよ5で，その漁場が寒マスのそれに比べると―般に水深が割合に浅い事，水温の比較的高い事

から見て，その行動が活動的であると言える。

それに比べると寒マスはその漁場および漁況より推測して言わば冬ごもりに近い状態にあって，その活動も口

黒の場合よりも停滞の傾向があるよ 5にも見受けられる。

今 ， Table8 によって口黒と寒マスの血液の性状を比較すると，両者の活動性の大小，生活型の上の差異がか

なり良く血液の性状の面にも反映している事が分る 。

すなわち，水分においては明かでないが，氷点降下度，塩分量，比重，総-N 含量，血清-N 含量および金血-

P 含量について比較すると，すべてにおいて寒マスの血液の方が口黒のそれよりも高濃度である傾向が示され

る。

特に全血液の総-P と 脂質-P ならびに血清のP 含量において寒マスの値が口黒のそれの2倍以上になってい

る事が注目される。

B ． 「春マス」前期および後期

App. Table 4 は北上移動中の成魚，すなわち前期春マスの血液の主な性状を，またADD. Table 5 はノヒ上

接岸期にある成魚，すなわち後期春マスの血液のそれを示したものである。 これらの魚の大部分は沿岸の定置網
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Table 9 SOme characteristics Of b100d Qf "Haru-masu"

(Mean @ S. D., n0. fish ;n parenthesis)

S血 ge 
Early "Haru-masu" Advanced "Haru.masu'<B100d

characteristic  -

0.74*0.0540. 74*0.014Freezing point
(12)(8)(4-oC)

391+26389+11Chloride content

(14)(?)(C1-mg/dl)

I． 052 士 0． 0041.053 土 0.003Density
(12)(?)(sp/gr.)

81 士 2.082+1.0wHL 。 て 。OHt 。H十

(9)(5)(%)
34@ 3Amino acid N
(?)content (mg/dl)

2629 *4072637 @578TOtal N content

(10)(?)(mg/dl)
903 *2308北上工 99Serum N content

(12)(4)(mg/dl)
583 @114Serum albumin N

C8)content (mg/dl)

168@48114*50TOtal P content

(5)(3)(mg/dl)
81 @I4Serum P content

(6)(me/dl)
53 @1358@25TOtal lipid P
(10)(6)content (mg/dl)

72 @13Serum lipid P

(5)content (mg/dl)

24@ 6Serum inorganic  
(?)content (mg/dl)

 

において網起しの直後に漁船上で処理されたものである。 従ってすでに述べたように採血にあたって方法上の誤

差の介入を完全に防ぐ事は困難であり，極端に高い数値の出ているものは主観的ではあるがこれを除去し，また

時期的な消長変動を考えて表中のデータは季節 (月日 ) を追って配列した。

更に ADD ． Table 4-5 ―(続) の 5枚のデータを統計的に集約して表示したものはTable 9 である。 ―見し

てわかるように前期奉マスと後期春マスとの間には目立った差が認められないようである。 しかしこれらを前掲

の Table 8 の 寒マスの血液性状と対比するとかなり際立った差異変動が示される。すなわち前期奉マスの血液

は寒マスのそれと比べて氷点降下度の上昇と逆に塩分の低下が目立ち， 高 比重，低水分，更に総-N 含量，血清-N

含量の著しい上昇が認められる。しかしP 化合物の含量の変化は明らかではない。

5) 河川そ上成魚期の血液性状

App ・ Table 6， ? および8 ほそ河期の成魚の血液の主な性状を，また， App. Table9 の 3枚は産卵期の成魚、

の血液の主要な性状を示したものである。 これらの魚の大部分は．北海道さけますふ化場の採卵場においてウラ

イ (ヤナに類する捕獲装置) で採捕され，―時，イケスもしくは蓄養池1@入れられたものの中から取り揚げられ

て 血液が採取された。

海洋生活期の魚の場合と同じく，表中のデータは，血液の性状の時期的な変動があるかも知れないと言う事を

予測して．年次にかかわらず季節 (月日) の順に配列した。更に前項の場台と同様にそれらの内容を統計的に集

約して各段階毎に配列したものがTable 10 である。

そ 呵成魚前期すなわち下流域期の魚の血液は App ・ Table 6 およびTable 10 を ―見してわかるとおり， 著

しく高い氷点降下度と塩分，更に異状に少い水分と高比重，それと並んで N および P 化合物の含量の多い事

が注目され，血液が全体として極端に濃縮されているようにうかがわれる。
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Table I0 SOme characteristics Of b100d Of ascending adults and spawning adults
(Mean @ S. D., no Of fish @n parenthesis)    

Spawning Ascending adultStage  

adultin 止e;n the B100d    
characteristic  lower fn thereaches   middle reaches up匹L 些亜竺 □-□□ 

0． M 士 0． 0220． 67 士 0． 015 .67 @0.0430． 76 士 0． 047Freezing point
(15)C5)(6)(6)(4-@C)

364 @28376*47328 *18408*72Chloride content

(14)(5)(6)(6)(C1-mg/dl)
1.05@0.006 1.051@0.0071. 058 士 0.003工 ． 058 士 0． 00IDensity

(9)(6)(3)C3)(sp. gr.)
83 士 483@ 378+2.0Water content

て工 I)(4)C4)(.%)
22@3Amino acid N
C3)content (mg/dl)

2229 *7542963 @2252996 @587TOtal N content

C4)(4)(5)(mg/dl)
618@226597*671103 @457Serum N content

(6)(3)(5)(mg/dl)
255 土工 2I388*36750 *567Serum albumin N

(4)(3)(4)content (mg/dl)

62 土 II131 @36Serum P content

C6)(3)(mg/dl)
29@3TOtal lipid P

(5)content (mg/dl)

20*4Serum inorganic  

(9)content (mg/dl)
    

先に後期脊マスの例として示した石狩川河口域の魚の場合，氷点降下度，塩分共にかなり低い値となっており，

環境水の塩分の低い事との関連が考えられるが，この App ． Table 6 中の6 月の魚のデータは1963 年6 月の斜

里川のものを除いては血液の濃度が―般的に後期春マスの末期の河口域の魚のそれ・ よりも低下しているようには

見なし難い。

特に注目される事は血液の比重が高く，水分量の少い事である。 更にまた，全血の総-N 含量，血清の総-N 含

量およびアルブ，ンーN 含量が目立つて高い事も特徴的である。 脂質-P の 含量もまたかなり高いようである。

その後の中期(中流域期)， ならぴに後期(上流域期) の魚では氷点降下度の低下と相まって， 水分もやや多

くなっている。しかし中期の場合，なお金血の総-N 量，血清の総-N 量の高い値が続いて見られる。

産卵期の魚は比重，水分においては必ずしも血液が薄まつているようには見えないが，氷点降下度，塩分共に

目立って低下し， アルブ，ソーN ならびに P 化合物の含量の低下が，魚体の栄養状態が目立って低下している

事を良く示している。

以上述べた所の発育段階や季節の推移に伴う血液の諸性状の変動消長の中で， 特に 3), 4), 5) 項を通ずる生

活史の後半の部分すわなちスモルトとして降悔してからそ河産卵に至る間の動向について，半ば模式的に表現し

たものがFie ・ 38 である。 この図 中の数値は主としてApp. Table 1-9 の中に示したそれぞれの測定値ならび

に海水による飼育実験の結果を示す Table4-7 の中の測定値の平均を要約して示したものであり， これによっ

て各段階冬季節におげる血液の性状を概観し，しかもそれらを結ぶ直線の傾きによって，時間的な変化の傾向を

うかがい知る事もできよう。これらの中でやはり浸透圧濃度を示す氷点降下度，塩分，比重および水分はかなり

多くの例数の資料に基くものであって，その変化の模様を示す有意性は高い。

蛋白質の濃度を示す窒素の含量ならぴに燐化合物の含量の場合，資料の例数がそれ程多くないので大よその傾

向を示すに止まる。

沿岸回遊時のスモルトから口黒マス初期の血液の濃度はすべての性状から見て意外に低い状態にあり，―方，

厳寒期の寒マスと接岸そ河前の春マスの血液は目立って浪くなっている事が認められる。
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Fig. ・ 38 Fluctuations of some b100d characteristics 0f "Masu" salmon

throughout the latter part Of their whole life

このような侮洋生活前半期の血液の濃度の低さは魚体の浸透上調整能力の強さを示すが， この与と ，その時期

の体の生長度が著しく大きい卒を併せ考えると，夏から秋にかげて魚休の生理的活性全体が日立って高まる市が

推定できる。

反面，そ河後間もない時期の成魚． (第 VTI 期) の血液の濃度がむしろ， そ河前の状態よりも高くなって現れて

いるのは今後の興味ある課題を提起している。

6) 電気泳動法によって観察された血清蛋白質の特性

血清の電気泳動法による蛋白質の各 成分の分離後観察は現在かなり普遍化しているが，主として魚種および系

統群のE 分，識別および比絞のために用いられると共にまた，魚、 自体の珪康度や環境条件による影習の良し悪し

の目印として用いられる事も多い (橋本，t975; 久保， 1970, 1977)-

魚類について系統群，発育の段階および生活型の特徴を示すものとして，血清もしくは血漿の電気泳動像を取

りあ げた研究としては斎藤 u957) ， 山下 (t968) の海産魚や―般の淡水魚に関するものおよび原 Ct975) の 免

性学的研究があり，更にまた， へモダa ビソの電気泳到像をサケマス起の種類や系統群の特性として取り上げた

ものにYOshiyasu (1973) の興味ある研究がある，

しかし，サケマス類の発育段階や生活型と関述して血清の電気味動像を取りあげたものは極めて少いようで，

西野 (1967) のそ河前後のサケに関するもの，V ，n，tonandChung-Waiho(I961) およびVanstonandMarkert

(1968) のギンザケの発育や変態に伴う変動差異を論じたものを見るに過ぎない。

本研究では，濾紙およびセ /@a ― ズア セ テート膜を媒体とする，血清の蛋臼質を対唆とする電気沫動を標準的

力法により行い，その電気泳動標本を作り， 更にデ ンシトメーターによりそれらのヵーブを作製した。

しかし濾紙法の 場合はとかく， 泳動条件の調整，画―化が技術的にも難． しくて再現性が弱く，また試料が濾

紙面に吸若されて，分画によっては移助し難いものもあるようであり，更にまた全般的に細かい分向の区分が良

くない傾向があり，従ってデ ンシトメーターによるグラフ作製も，―部について対比のために行ったのみで，電

気泳動像そのものの観察をする布とした。

根木的な問題として， 宙気味到像の各分画の名称は，高等動拘の血清蛋白質の場合のアルブ; ン およびグロブ
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リンの 0 ， p ならびにr 等をそのまま準用して良いか否か，かなり慎重を期すべき事であり，そのための基礎

的研究にも相当な手数と時間が必要と考えられる。

―般的な方法として，同時に人血の試料を泳動させて，それぞれ該当する分画を000 「相当 E 」と呼ぶ事も

あ るが，また左(プラス) 側より―連番号を付けて呼称する事も多い。

筆者はこの研究においては，当面の便法として，サクラマスの血清の電気泳動像に見られる多くの分回り 中

で ， 人血清の蛋白質のアルブ， に相当するものに「A 」， グロブリンに相当するものに「G」の仮称を与え，

「 G 」を更に細分して「G-l 」，「G-2 」，「G-3 」，「G-4 」ならびに「G-5 」と名付げた。

すなわちFig. 39 に示すものはサクラマスの代表的な個体(H 月上旬の「口黒」， 3 月下旬の初期「春マス」

および5 月下旬のスモルト ) の血清を標準的な人血清と同時に，濾紙上に泳動処理して得た電気泳動像であり，

これにより人血清と 魚の血清の各々の問に相互に対応する少くとも四つの分画の存在を認める事ができる。いつ

れも左端のアルブ，ソおよびそれに相当する分画は浪く現れており，魚のそれに「A 」の名を付げた。人血清の

グ p ブリン巳では円は明確に 現れていないものと考えて，森・小林(1961) に従0 てそれら三つの分画を 叱，

p およびr と見なした。

魚の血清の場合，グ u3ブリシ相当区の「G 」区の小分画の三つを取りあえず 「 G-2 」，「G-3 」および 「 G-4 」

としたが，後記するように，「G-1 」と呼ぶべき小分画が往々にして「A 」の上に重なるようになる可能性があ

る 故に，この図の魚の電気泳動像においても「G-l 」が明確に現れていないように見なされる。

またここで「G-4 」としたものも果して，単―なものと見て良いかどらが断定し難く，実際に後記のセル0 ―

ズア セ テート膜による電気泳動のグラフ(Fig ・ 如， Fie. 41) に示されるように， 8， 9 月の当歳魚および初期ス

モ ルトの血清においては，「G 」の部分に明確な五つの分回を認める事が出来る。 少くとも， 見かけの上では

「 G-2 」，「G-3 」および 「 G-4 」の分回はそれぞれ入血清叫， p およびr に相当するもののように見える。

以下，季節を追い，また各段階毎に血清の電気泳動像を比較し，それぞれの期，段階の魚の保有する生理学的

および生態学的な特性が泳動像およびそのグラフの上に反映している模様を観察し， 特に生活形の転換に伴う泳

Aug.   

Sept 23

D吐 ・ 9

Fig. 40 Fluctuations of electrophoretic pattern

Of "Masu" salmon juvenile serum in

their first year of life

Apr   

May   

 
 

Apr    AA--
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Fig. 41 Fluctuations Of electrophoretic pattern

Of "Masu" salmon juvenile serum during

the period 0f smolt-metamorphosis
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動像の変転を知ろうとした。

A ， 当オ幼魚の血清の竜気泳劫像の季節的変化

Flg. 40 には河川生活中の生後約I年間の魚の血清の電気泳動グラフを示したもので， 相分化の過程の初めに

あ る 8 月の魚のものから， 12 月上旬の越冬の初期にある魚のものまてを季節を追って配列したものてある。

8 月中旬，見市川の魚の血清の電気泳動グラフは最も活動的な段階にある当歳魚の特徴を良く示すもので「A 」

の 峰が大きく，「 G 」の群との間の深い谷間が出来て完全に分離しており， しかも「G 」区内に少くとも五つあ

る小分画の位置の明確な事はバーの段階にある魚の典型とも見なされる。同じ川の9 月下旬の魚 (銀化" ― ) て

は「A 」と 「 G-l 」の谷がやや浅い感じが見られるが全体として8 月の場合と似ており， 「 A 」の蜂の高い事は

相の分化後の活動的な魚の生理条件の良い事が現れている。これら8 ， 9 月の魚の血清の電気泳動グラフと目立

って異なる形状を示すものは図中 ，下部の12 月の2例てある。 すなわち，「A 」の峰は明確に認められるが ，

「 G-1 」の山が「A 」のそれに匹敵するように大きく，しかも両者の間の谷が著しく浅くなっている。初冬に入

った魚の電気分動グラフに見られるこのよ5 な形状は， 魚の活動が全体的に低下し 摂含量も少くなって，生理

的な活性が全般的に低下していると言5事と関係がありそうてある。

実際に12 月日 9 日の 角は12 月尺 2 日のそれと比へて魚体もやや小さく， 釣獲の際の所見においても活動性を欠く

ものてあった。それらに比べて10 月下旬，H 月上旬の魚の場合には，かなり流れの強い瀬にいて活発な摂食を

していたもので，「A 」，「G 」の間の谷間は浅くなっているか「A 」の峰が鋭く ， 高く現れている事は生理的活

性もまだそれ程停滞していない事を示すようである。

すなわち強いて言うならば，10 月末からH 月初めの魚 は見かげの上の活動性において8． 9 月と工2 月上旬と

の中間にあり，その状態が血清電気泳動グラフの上に反映しているものと考えられる。

B ． 銀毛化変態過程および海洋生活初期にある魚の血清の竜気泳功倍の特性

変態前期の典型的負体内外の特性を示すものと見なされる， 3 月 刀 日の魚の血清の電気泳動クラフはF， g ・ 4I

の上から2番目に掲げた。すなわち前記のa 月の見市川のものと同様，「A 」の鋭い大きな山を初めとして， 極

めて鮮かな各分画の分離か見られ，特に「A 」と 「 G-l 」との谷間も明確である。

この特性の傾向は， 4 月 H 日の前期スモルト および4 月 23 日の中期スモルトの電気泳動クラフにもうかかえ

る。

ところが，5 月R3 日， 5 月 9 日，および5J127 日の後期スモルトになると「G-l 」の山と見なされるものが著

しく左側(プヲス電極の方」 に偏って現れ， 5 月n27 日のものなどは，「A 」と 「 G-1 」とが相当の部分重ってい

るかの様になっている。

更にスモルトが降悔して， 暫時沿岸水域を回遊しているものの代表として示した所の，5 月n27 日上機沿岸の年

の電気泳動グオフ@打 F土留 41 の下部に示す所であり「 A 」と 「 G-l 」とは両者の区分は可能であるか，その重

なりは―層 著しくなっでいる。

このような電気泳動グラフの特徴は，また侮水適応試験のために人為的に海水に投人されて5 日問経過，完全

に安定化して摂食するに至ったスモルトの血清において同様に観察される。

すてに述べた8 月， 9 月の当歳魚また3 月 刀日 ， 4fH 日の前期スモルト および4 月 凹 日の中期スモルトの

電気泳動グラフを見た所ても，この「G-l 」の山 は高等動物の血清の揚台のグ p ブリン円の 分画に該当するよ

う てある。 グ p ブリ ソ 0 には往@&にしてポ プロティソが結び付いている事が多い(森，小林，1961) 。 先に述べ

たとおり，血液の蛋白質およびリポ イド憐の含量は中期スモルト から後期スモルトの初めの時期(5 月上旬) に

―時的上昇が見ウ けちh， るが，変態の末期に低下する傾向がある。

従って後期スモルトの電気位動グ7?アに見られる所の 「 G-1 」の特異な形の出現をもって， 直ちに血液中のポ

ブ p ティン，もしくは浸透圧調節機能に係る物質の増大と言う事と直接に結び付けて解釈する事は危険てあり，

むしろこれは銀主化変態のクライマ，クスに達した角の体の活動性の高まりと，栄養の補給のバラノスの乱れが

反映しているものと見ることが妥当かも知れない。この事についてほFlB 42 に示したサケ稚魚の血借の 宙気

泳助グラフから―つの脂 示を得る事が出来る。すなわち，生後100 日 H の降下最適期のサケ惟魚は極めて活動的

て，相当多量に飼料を投与するにかかわらず， とかく栄養不足になり勝ちてあり， しかも図 示するように，卓越

4@?
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した「G-1 」の山が左に偏して出現大る事は， 他の分画の魚

種による差尺とは別に，降悔時期の前後のサクラマスのスモ

ルトのそれと全く同―である，

なお， ここで注意せらるべき串は，このように極めて活動

的である 降侮期前後の魚の血清宙気泳動グラフの特徴は，前

Fig. 42 Electrophoretic pattern Of a項に述べた当歳焦、 の冬近く活動性の鈍化した魚、 および pig  

chum fry serum41 の最上部に掲げた疑似スモルトのそれらと，見かげの上で

同―の形状となっている事は―つの矛盾を感じさせると人に，興味ある課題を打ち出すものである。

C ．    毎洋生活後期にある魚の血清の電気泳動像

前記のとおり，海洋生活前期の魚の材料としては沿岸を北ヒ 回遊する幼魚以後のものほ人干出来ないが，冬近

くなって，かなり生長したいわゆる「口黒」が沿岸に来遊する，

Fie ． 43 の上に示された川床半島ウト Iuu沖のH 乃 12 日魚の血清蛋臼質電気泳動グラフは，その典型的な口黒

のものである，その下に示された12 月末の津軽侮峡に而する古岡沖のそれも口黒のものであるが， この電気泳

動の媒体が濾紙であるために，「 G 」区のプラス電極の方に寄った蛋白質のP 画が媒体に吸着されて見かげの上

で明確でないが，図の三番日に示された2 月上旬のいわゆる寒マスのグラフは―見してlA 」が幅広く人きく現

れているが，峰の部分が二つに分れていて，「A 」が単―のものでない事を暗示するようで， この様相は次の図

の中のI月下旬の吉岡沖の寒マスのグラフに良く示されている。

要するに，2 月 卜 旬の寒マスの血清蛋臼質では「G 」区が全般的に大きく現れ，「 A 」区が刮台に小さい布が

うかがわね．よう，この車は臨床医学において人血清十のアルブー とグp ブりンの含量の比，いわゆるA/G 比

を 健康度の日安として用い，この数値が止常よりも著しく低い場合を病的状態と見なす習慣があるが， この寒マ

スの血清の電気泳動グラフにおげる「A 」の割合の小ざい事をもって，彼等の健康度が落ちていると見なす事は

妥当でなく，むしろ魚休の代謝全体が低下し活動性が 少しく鈍っている事の現われと考えられよう，それと比

べると3月下句の初期の春マスの場台に「A 」の山の伸びの著しい布が認められるのも特徴的である。

F叱． 44 は 宙気泳劫の媒体をセルロ― ズア セ テート膜とした場令のグラフを示すものである。 すなわち，口里，

 

 

Fig. 43 Fluctuations Of electrophoretic pattern Of

"Masu" salmon serum during the latter

part Of ocean life: A, B="Kuchiguro"

C="Kanmasu" D=Early "Harumasu"

(by filter paper)
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Fig. 44 Fluctuations 0f electrophoretic
pattern Of "Masu" salmon serum

during the latter part Of ocean life
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寒マスについて見ても，濾紙法によるものよりも小分画の区分が鮮かに現れるようであり，特に「 G-1 」と見な

されるものが，左側に流れて「A 」の上に重なるように現れている事は， 先に述べた所の初冬の当歳幼魚および

変態末期のスモルトの場合と相似た形状と言えよう。

この場台にもやはり「G-l 」の部分の特殊な動きが海洋中の生活により好適な体内の生理条件を現すものか，

もしくは冬季間の代謝の停滞に関連するものかとの疑問が生ずる。

初期の春マスの標本として示された4H 6 日の敦賀沿岸の魚の電気泳動グラフでは中間の谷間が深く，そのた

め 「 A 」の山の右の膨らみが「G-1 」の―部か否か断定し難いが，「A 」そのものの大きい事はこの時期 0 魚、 の

活動怯の高まりを示す。

19fi5年6 月 6 日，網走の東方，浜モコト湖の外侮で獲られた魚の電泳グラフは，湖阿直前の後期奉マスの典型

的なものである、

この段階に到達した魚の血清蛋白質では， 往々にして雌雄の間に電気泳動グラプに著しい差が生ずる事があ

る 。 同時期，6f乃 3  日 モ コト湖に入った雌魚の血清蛋白質の電気泳動グラフは全く前者のそれと同―で，雌雄の

即の差異は認められないので図 示を省 くが， 1961 年6 月n6 日， 知床半島岩屋別沿岸で獲れ・ た後期春マスの雌雄

の 間には濾紙法による 血清蛋白質の電気泳動像において明白な差異が認められる。濾紙上の電気泳動像は 写真

(Fie ・ 45) の通り，「A 」の分再においては雌雄共にかなり渋く現れているのに対して，逆に「G 」 K においては

雌の電気泳動像は右側あ 分画がかだり渡く現れ，その左側K@ もまた―個の分画が認められるのに対して，雄の電

気激動像は 「 G 」の部分全体が極めて薄い組成となっているに過ぎない。なお，すでにApp ・ Table9 で示し

たとおり，この材料の雄の血清中の総 N 量は 700mg/d@ ，雌のぞれはH 仰mg/dl であり，どちらも血液中の

重要な栄養の目安である蛋白質量の相当に多い事から，雌雄共に生理的にも，また行動の上でも活性の高い事が

推測出来る。

Fig ． 45 の最下部に示される所の函館に近い上機の沿岸部， 5 月下旬の魚の血清蛋白質の電気泳動グラフは正

に上記の，河川K@上る直前の状態を示す典型的な例であ り，「G 」区の右端の分画の目立った高まりは「A 」の

山をしのぐ程であり，また血清の総 N の 含量も750mg/d@ と言5高い値はやはりこの時期の魚の活性の強さを

示すようである。

なお，後期奉マスでは「G-l 」の分回は「 A でを離れ， 右に寄って「G 」 E に入0 ているようで，従って「A 」

の山と「G 」区の聞には深い谷間が出来ている事も見かけの上の特徴と言えよう。

 D ．そ河後の魚の血清の竜気泳功橡

性成熟の初めの段階に入った魚は5 月下旬より河川に入り始め，それに伴って血液の性状にもかなりの変動の

起る事はすでにTable ，IO およびApp ． T 小le9 に示したが，血清の電気泳動像は明らかに雌雄による差異な

示す0- すなわち，前記の岩屋別沿岸の魚め場台のよ5に電気泳功像の「G 」の右側部分の浪度の高ま ウ は河川生

活に人ると共に―層著しくなる。雄においてはそうでない事から判断すれば，環境水の浸透圧濃度の変化に由る

変動と言うよりは，成熟に伴う現象と言うべきであろう。

Fie ・ 45 は川に入って恐らく1 ヵ月余を経たと見なされる末成魚(7 月 13 日， 斜里川中流) の血清の電気泳動

像と，産卵の盛期にあった成熟魚 (9 月尺 26 日， 尻別川支流，日名 川上流) のそれと併せて掲げたものである。

すなわち，雌雄の両者共にそれぞれ，前掲のそ河前の血清の電気泳動像の特徴は河川に入っても，更にまた，

絶食後かなり時日を経た産卵期においてもほとんど変化しておらず， 従づて雌雄の間の特徴的な差異が最後まで

継続すると言う興味ある現象が認められる訳で，これは血液全体および血清の総-N 量 (換言すれば蛋白質含量)

に著しい低下が見られない事と関係があり，筋肉，脂肪等の体組織の消耗にも拘らず放卵， 放精の時までは血液

中の蛋白質がかなり高い濃度で保持され，そのために生殖行動を終るまでかなり強い生活力が発揮される所の様

相が血清の電気泳劫像の上にもうかがえる事になる。

7) 幼魚の血液甘

この血液量の問題は本釆は，血液の性状を論ずる以前の事項として取り上げらる べきものである。

ここで血液量と言づ ているものは， もち読魚体内の循環血液の全量を示すものではなく，実際に尾柄部を切断

して採取の可能である所の量を血液量と呼んだ。即ち，あくまでも便宜的な呼称である。 もともと健康度の目安
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としてはむしろ他の性状よりも手取早く調べ得る言わば初歩的なものである。

元来，血液量を調べる方法としてほ，採血法， 稀釈法，―酸化炭素法並びにアイソトープ法等があり， 色々な

研究者による多くの報告があるが，その結果は必ずしも―定していない。

何れにじても体内の血液全部を採取し 又推定することは極めて困難である。

血液の量は生理条件，環境条件の他に，その発育段階によづ て著しく異ることは当然予測される所であり， そ

のためにはかなり多くの時日をかけて観察する必要があり，ここでは限られた―部分についてのみ断片的に報告

  するに止めなげればならない。

 
血液量の表示法としては上記の採取可能量そのもののI尾当り 三

 の量 (cc) と併せて体重100亘 に対する血液皇 (cc)との両者を 圭

Wild fish   
立 ． 5 用いた。  ムムFig・ 46はI尾当りの血液量と体長との関係を示すダ ラフであ さ

 る。  この図で分るとおり， 池中の飼育された魚の場合，生長の盛期 g0．3
 

  K@あたる体長9-10c 、m の魚の血液量は必ずしも生長に伴って増  大しているとは見なしがたい。

 この傾向は暫く紡くようで，春の生長を示す体長12Cm の 辺 0L
10 BODY LENGTH  (cm)

に到達してやっと血液量の増大が明かとなり，後期スモルトの生

長を示す体長13-14cm の辺の血液量 0・ 3ccから0-4cc内外 Fiff.46Graph Of b100d showing volume of the different differencefish
sizes collected from naturalに至る血液量の増大の模様は曲線的ではあるが，しかし河川の佳

streams compared to the sameに比べると著しく低い方にずれている事が明かである。 これらの

fish sizes reared under the pond現象は体重の増大と深い関係があり，次に掲げたFig. 47 の中
conditionsの右上方に示されたコラム即ち I・ 16cc, 100e のものに示され る通り，同―季節の天然の魚に比べて著

|@| Wild fishしく 少いことになる。―方， 自然生活の

グ9-a寸佳では上側のヵーブの示す通り明かに体

グ 日的d 也 @ 長の増大と共に， 恐らく季節の推移に伴

  
。 " ― - - - - - - - ―

SEPT. OCT. NOV. DEC. JAN FEB. MAR APR. MAY JUN  
表現するための三次元的グラフである。 言
別途に示すように，地中飼育さ九た魚の

体の生長は意外にも自然生活の魚のそれ Fie ・ 47 Graph showing b100d volume body weight ratio in

relation t0 season of both wild and pond-reared fishよりも勝れており， 少くとも生活第I年

目においてこの傾向が示さ九る。この図の中に示された生長カーブは，スモルト並びにそれに至るべき運命を有

する中形以上の個体群の体生長の平均的なものを試験池，河川の両方の魚について求めたものである。

図中の各コラムの示すように，単位体重に対する血液量は明かに自然生活の魚の場合には，地中の魚のそれに

比べてかなり多いことは驚くべき程である。 ただしこの二つの図が示す結果から見れば，I尾当りの血液量は体

生長の増大と共に増加するのは明白であるが，しかし，単位体重に対する血液量は発育に直接関係あるとは見な

しがたいようで，むしろ季節に左右されるものである事が推測される。単にこのことのみを以て油中で飼育され

た魚が自然生活の魚 よりも著しく虚弱であり， 生残りの割台が小さいであろうと言うことは直ちに推論できない

が，しかし少 くも 池中で飼育された魚では―種の慢性の貧血の状態にあり，この原因としては人工池の有する不

自然な構造に由来する，各種のストL@ノ、の 存在が考慮されなげればならない。即ち，魚の自由な行動を抑制する

ような狭い面積，水量の不足，排泄物の蓄積による水質汚濁，不適当な水温，不適な日照，生息密度の過剰，飼
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料の不足，特に天然飼料の不足による栄養の失調，人間，鳥， ．獣によう不断の脅威その他不利な条件は枚挙に暇

がない。―面の理として， 池中では自然の生活環境におけるような敏速な活動を必要としないために，おのずか

ら生じた適応現象として血液量の低下を招いているとも言えよう。

しかしながら，血液量が正常以下にあると言うことは血液中に含有される各種の重要な成分，例えば無機塩，

ア，ノ酸，アルブ，ソのようなものの絶対量が正常の天然の魚のそれらに比べて，相対的に不足していることを

意味しており， このことは環境が安静である場合は別として，もし天候の異変，上流部からの水質の汚濁，その

他の色々 な外的なストレスを受げる場合に魚の抵抗フJの低下による衰弱の結果として各種の疾病を招き，生存を

危くされるおそれが大きいであろう。

このようにI個体より採取でぎる血液の量は体重との関連が大きく，従って幼若小形の魚の場合，怠外に少量

であり，先に述べたとおりそれぞれの性状の分析，測定の方法上の制約が強く，各個体についての数値の得られ

ない事が多かった。

なお， HOlnes と DOnaldson (1969) が紹介する多くの血液量に関する研究例の中から，・サケ @Vス 類について

拾い出して見ると，人よそ体重の2・ 4-6 ・ 9ガである。 これらと比べると，この研究で示した数値を比重値を考慮

してもかなり低い値となる。やはり尾部の切断による採血力法に問題が残るものと考えられる。

桑3． 考

生活型，行動型と血液の性状との関係

当歳の。―は10 月に入って体生長の増加は目立たないながら， 摂餌活動が―段と活発になり， 特に河川では

魚はフチの下手に群泳する傾向が見られる(釣による観察の結果)。

水温の低下の目立つ10 月下旬には河川，実験水路共に魚の降下移動が著しくなる (河川では標識放流の結果

として) この時期の血液の性状は前掲のFig ． 10 およびu の示すように血清浸透圧の目立った低下，Fig 。 12

の示す塩分の低下の傾向，またF@g ． 13 ， 14 に見られる血清カルシウム含量の低下が起っており，移動行動と血

波の濃度の全般的な低下との関連が認められる。

特に注目される事として，河川の上流域の支流で定着して越冬する群の場合，休色も暗黄色を帯び，血清の浸

 透圧，カルシウム含量が上昇を示し， N およびP の含量においても同様の傾向が見られる。・

更に冬季問の越冬状態にあるパーの場合には―層その状態が強まる(久保，1976) 。 このような環境水温の低

下に関係すると考えられろ血液の濃縮の問題は，海洋生活後期のI， 2 月の寒マスの場合にも出て来る。

―般に血液の成分の濃度上昇の原因にほ多くのものが考えられるが，このような海洋生活期のものでは，常識

的には無機塩排出機能の低下の現象が考えられるが，しかし実際には比重の増大とN 含量に示される蛋白質浪

度 pー化合物の増大も伴われる事は，―面において栄養の薔積と言う事も考えられるが，それと同時にあるいは

また，逆に寒冷の環境下におかれた魚では，代謝機能の全般的な低下と共に，低温ストレスと言う過程を経て，

塩分ならびに水分の収支の調節機能が低下し，その結果として，血液中の無機塩の増大ならびに全般的な濃縮が

起ると共に，寒冷に対する―種の適応の現象が倒いているものとも考えられる。この事はSChoIander 等(1957)

の見解から暗示される所である。 しかし，地域によつては寒冷期においても漁場の水温が極端に低下せず，従っ

て魚の活動性も意外と高い場合もあり (たとえば福島, 松前方面)， 実際に水分量の減少も目立っていない市か

ら推定すると，海洋生活後期の魚の場合必ずしも血液の全般的な濃度上昇の傾向と， 魚の非活動性との直接の結

び付きを強調しすぎる事は妥当でない。これらの変動の中でも，寒マスの血液中の脂質 P の他の成分のそれと

は異った著しい増大は興味ある現象であり，あるいは透過性の調節に関与して，浸透匝調節作用に補償的に働く

ものかも知れない。

実際に渡島半島(北海道南部) 東端の沿岸の水温は，表層では2月下旬で 2。C 内外であに対して，海峡の西

側水域 (福島付近) は暖流の影響もあって 7-8 。C の場台が多く， 従って寒マスの動きと，漁法も両者の間に差

があり，前者ではho-100m の水域で舟を停めて海底の魚を釣る ―本釣 (テリテリ釣) を行うに対して，後者

では魚がかなり活動的である 為，漁船がゆっくり走りながら魚を中層KL誘うへラ釣による串が多い。このような

差異は水温と 魚の行動利の違いに関連するものである。 しかしこの場合，向水域の魚の血液の性状にぼ著しい差

異が明かでない。
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春マスの血液性状は寒マスと比較して， 血清-N 含量の増大が認められ，更に，その中の栄養条件に関係の深

いと見られるアルブ，ンーN 含量について， 血清の電気泳動像を観察した結果では，その濃度の相対的な割合は

寒マスのそれよりもかなり増大しているよ@ラ K@ うかがわれ，また， ア，ノ酸-N 含量が寒マスのそれよりもやや

増える傾向が見える事を併せ考えると，冬季間に停滞気味であった魚の代謝機能が，全般的に回復して，活動性

が再び増すと言 5事が暗示される。

前期と後期の春マスの血液の各形質におげる両者の差異の中， 総-N 含量と血清含量の変化は比較的目立つよ

うで， これは後期奉マスの林内の代謝が全般的に高まって，行動の面においてもより―屑活発化している事を示

すようである。

このような後期券マスの血液の性状に示される代謝機能の高まりの傾向ほ，季節の推移に伴う日照時間や水温

の変化と関係がありそうで，実際にその漁場の水温を調べた例を示すと前期春マスの場合，1958 年4 月 25 日ア

ナマ沖で 7-9 。C であり，後期春マスでは石狩で 12-14 。C と言5状態であり， このような差は当然，魚の回

遊行動の面にも反映しているであろう。

更に注目される事は，石狩および藻琴湖の場合，流出する河川水の影響で環境水の塩分はかなり低下してお

り ，比重(15 。C) で示すと1959 年6 月 4 日，石狩の場合，沖合1000m でI． 0039 ， 側0m ではI． 0023 であり，

しかもサクラマスの漁獲は実際に1000m の位置よりも600m の位置においてより多かったと言う事は， 魚が
かなり積極的に河川を求めて行動しているものと言えよう。藻琴湖の場合はI． 0014 内外で，やはり魚の獲れた

位置は川口に近い。また， 1961 年6 月 6 日岩屋3UE おける魚は，岩屋別川口よりぬかなり左側仁偏ってないる

が，割合に岸に近い位置(沖山約200m) で獲られておヶ ， この付近には二三の小渓流の流入もあり，薄められ

た海水の影響で魚の血液の浸透圧濃度が低減したのではないかと推測される。しかしまた，河川水の影響が少い

と見られる1%2 年5 月の上機沖の魚の血液では， やはり低い塩分含量が示され，―方1957 年5 月および1059

年5 月の函館のア ナマ沖のもの， ならびに工965 年浜藻琴のものは氷点降下度および比重，水分量の割合にはか

なり高い塩分含量が示されており， 例数が少いので断定し難いが，前期奉? スの血液の塩分とも併せて考える

と ，河口水域に接近する以前に―時的に血液の塩分濃度の上昇が起り ，その現象はあるいは魚の淡水域に進入す

る 慾求と何等かの関係を有するかも知れない。

生理的媒境と銀毛化変態の速度および血液の性状

サケマス類幼魚がスモルトになる銀毛化の変態が地理的条件，特に物理的環境により色人と修正を受げる事は

HOar C1953) ， FOntaine (1954) の述べる所であり，サクラマスの場合ほ久保 (1955, 1956. 1959, 1965) が示

した所であり，水温の問題については前掲の Fie. 37 のように結果的に高水温と血液の氷点降下度の逆相関も

考えられ，更に人為的な温度上昇により， 銀毛化の速度を早める事の可能性も実験的に確めている。

水温と日照周期はもち論緯度と関係ある重要な因子であり，自然の河川におげるこれら物理的要因と銀毛化の

速度との関係の―例を示すと次のどおりである。

比鮫的函館に近いけれども雪どけのかなり遅れる所の八雲，ユーラップ川の支流キリリぺ タリ川においては，

銀毛化変態もまたやや後にずれる傾向があり，実際に1972 年5 月 13 日に採捕した魚の大部分が外観上，末だ明

らかに中期スモルトの段階にあり，それらの血清の性状を見ると次に示す通りである。

浸透圧(mosm/1) 310 312 314 340 318 338 350

140 140 136 148 144 148 148塩 分
(mEq/1)

 Ca (mg/dl)含量 In.0 上0・ 0 II・ 0 14.0 上2.0 I3・ 0

すなわち比較的高い浸透圧と 塩分濃度が特徴的と言えよう。また血清のカルシウム含量の高い傾向もうかがわ

れる。

このような血液の性状は前掲のFig ・ 18, Fie.2I および24 と比較して分るとおり，正に興型的な中期スモ

ルトの状態にあるものと言える。また，同時に採捕された疑似スモルトの血液の性状は，スモルトのそれと比べ
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て明かに低い事も注L に価するものである。

これらの中期スモルト群は，前の秋冬に見られた黄化パーが越冬を終って銀毛化しつつある事は容易に推測さ

れる所である。 芙際にこれと前後する調査の結果から見ても，ユーヲップ川の中流に完全に銀白化した後期のス

モルトが姿を現すのほ， 5 月の末頃である。 しかし地元の釣人の話によると，この川の下流域では5 月上旬にす

でに降海直前と見なされる銀毛ヤマべが多く． 見られた由であり ・ 従って上流域の黄化メーに由来するものと見な

される，中流域の5 月末の中期スモルトは恐らく遅れて降晦する群である公算が強い。

―方，函館の汐泊川中流域には5 HH 3 日にすでに，中期スモルト よりも後期スモルトの段階の魚が多く現れる

事に対比して，キリリぺ タリ川では変態がまだ中期の段階に留まる魚のみと言う事から見ると，両者の間には銀

毛化変態の進み方に10 日以上の差異があることが分る。実際に川岸にはまだ残雪がかなり多く見られ，水温も

日中， in 。C と言う比較的低いものであった(5fBI0 日， 汐泊川中流域は日中，・低。C を越した)。

しかし，このように銀毛化変態の経過の遅速に見られる地域差は， 単に緯度の高低のみに山るものではなく，

積雪の条件などの気候，地理上の問題を多く含むが，更にまた生活型を異にする魚群の分化と言う生態学的な問

題とも関連があろう。

血液の氷点降下度と塩分き亘との関係

本質的には，血液の氷点降下度の高低を支配する第―の要素は血液中の無機塩，特に塩化ナトリウムと見なさ

れ，従って両者の関係をグラフで表示するとすれば，かなり明確な直線回帰の形が予想される。

しかしながら，実際に氷点降下度の値の変動の大きいスモルト期の焦、 と ，海洋生活期の魚の血液について1955

年春から・ 1%9 年春に至る間の自然生活の魚を材料として，両形質の相互の関係を見るとFig ・ 咄 に示すとお

りとなり，相関の度合はかなり高いと吉う事ができ，―応，点線で表示した所の回帰直線が想定できるが，しか

しその両側の分散は意外に大きく拡かつている。

既述のように銀毛化変態の末期の血液，および血清の浸透田の低下と塩分の低減とは相伴う事も多いが，当歳

魚の生活の前半，銀毛化の初めの段階あるいは，春マス
 

前後期ならびにそ河後の下流域期の魚の血液では，塩分 0日5□

 

▲ノ▲  
  

 と 浸透圧との間には予期した結び付ぎは明白でない。

実際に久保(1974) の報告に示した例のように，茂辺

地川のスモルトの血液の氷点降下度の時期的な消長は，

/4と各期毎に平均値を眺めた場合に―応の上り， 下りの動ギ
/  *   ）0.75 □

/  @ 
                                         @       ▲

量の動きは必ずしも強い相似変動を示さず，前， 中 ， 後

きの傾向を認め得るに過ぎない。

Scholander等 (L957)も北極に近い水域で調べた， イ 主―

この原因としては，まず単純に考えて分析測定の際の o

ワナの血液において同様の観察をしている。

激なストレスに基く 脱水濃縮と共に，特異の物質(例え 出  
 

"  。 ""'山  

ば乳酸) の急増(Black, 1956) が氷点降下度に影響する

事も当然あり得よう 

0 SMOLTS

* FISH   < SEA LIFE 
450

 性の動きに大きな役割を占めるN ー代謝特に，核酸代謝

に由来する非蛋白性-N 化合物および炭酸塩ならびに，

燐酸塩などの増減が強く関与する可能性が大きい。

400 
CHLORIDE CONTENT (Cl'mg/dl)

Fie. 48 では分散の範囲の観察を容易にするため@こ，

スモルトと海洋期の魚の両者のそれぞれの分布に囲いを F;g ． 48 GraphShowing COrrelati0nbetween

freezing poiot and chloride (Cl  )付けて表示したが，スモルトの範囲の左卜の部分に偏っ

content ・ of b100dた点の分散があり， これらは中期スモルトにおげる高い
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氷点降下度と，割合に低い塩分の取り合せの現れであり， しかもこれらの魚では非蛋白性-N の 血中の含量は

80-95mg/dl と言う高い値が示さ・れる (―般には80mg/dl に至らぬ事が多い)。  

この問題を更K，具体的に考察すると， 非蛋白性-N 化合物の重要な構成物質のア，ノ酸および尿素の含量の消

長がある。 すなわち久保(1954) は， 銀毛化した魚の血液のア，ノ酸および尿素の含量は，残留型の魚のそれら

より箸しく高く， 従って残余-N の 量も同様に高い値を示しており， ス壬ルトの魚休の代謝全体の高まりが現れ

ると共に，氷点降下度が高い値を示す事が理解される。またスモルト前期，中期の魚の血液の氷点降下度はむし

ろ後期の魚のそれより高いが，ア，ノ酸，および尿素の含量でも同じ現象が明かである。

L 方地中飼育によって， 銀毛化の過程にある魚の血液のアミノ酸含量の消長を見ると，やはりスモルト中期に

氷点降下度とほとんど併行して上り下りをしている(久保，1955) 。

このような事実は， 魚 体の代謝の高まる時期には血液の氷点降下度を支配する要素として，塩分よりも非蛋白

性の N 化合物の含量を考慮せねばならない事が分る。

悔洋期の魚 について相関図を検討して見ると，やぼり左側にかなりずれた点が数例認められ，これらは脊マス

後期のそ河直前の魚や，回遊の型の異る別の段階への変り目にある魚を示すもので，いつれも他のものより井蛋

自性-N の 含量が高い傾向がある。 すなわち，石狩川口のものは96me/dl および。85m.e/dl で，スモル 七のそ
 

れと同様に普通のレべルよりはかなり高い数値である。

先r (方法の項で) 述べたとおり，血液全体について氷点降下度を測定する場合には，血球その他の固形物の

存在と，高濃度の蛋臼質含量に起因する強い過冷却の現象のために， ―種の誤差の生ずる事を避けられないもの

であり，更にまた， 全血液はそれから分離した血清よりも相対的に塩分含量が少いために，その中の塩分が全血

波の氷点降下度に対して占める役割が，血清におけるよりも小さくなるのは止むを得ない事であろう。

血液の蛋白質含亘，比重ならびに水分

血液の濃度を示すために，重要な浸透圧は通常品質すなわち塩化物，カルシウムのよ 5な無機塩やア，ノ酸，

尿素のような非蛋白性-N 化合物などの要素によって支配される所が大きい。―方，蛋白質のような分子の大き

い成分は，氷点降下度によって示される浸透圧たは直接関与せず，比重水分量の大小に反映する所が大きい。実
際に血液の比重は海水の場含と異って，血液中の660mg/Io0CC-含量の少い塩分 (全血中，通常 NaCl として

含有) よりもはるかに大量に含まれる蛋白質(全血中通常 12000mg/100cc 含有) の支配を受げる可能性が高 
しかも; 実際の比重の変動消長を見ると，水分量と逆の動きを示すように見られる。今 ，ここで改めて両形質

の 相互関係ならびにそれらと蛋白質の消長上の関連仕 ついても検討する必要がある。

血液 Cm 情) の蛋白貿含量の時期的変化についてはKulikova (1964), Shulman (1972) の研究があり，これ

は魚の生理的状態の佐野 (1963)は，ニジマスの目安了 あや血浩□上巷に蛋白質量，生態的差ほ ―投じ体の生長に乎め 如何をも示すものと伴って増大する考えられる。事を報告し HiroSe等 (1%8)
 

は二ジゼスめ血清蛋白質呈は，成熟の2 ヵ月前に最大値を示す事を観察している。

そ河後の下流L ・中流 惑あサクラマスの血液および血・清の蛋白質含量の著しく高い事は，やはり産卵を2-3 ヵ

月後にひかえている城魚の特性な示すものであるカ。・ おそらく血液の蛋白質重は成熟に伴う上昇の場合のみでな

く ， 銀毛化変態期の―時期，あるいは越冬時期の血液の濃縮―比重の高まりとかなり深い関連を有するものであ

 
このような現象寸 ままた， 山ド (1967) がヵサゴの血液で比重と血清蛋白質含量との関係について観察している

が， 恐らく赤血球を含む全蛋白質量のカがより強い相関を示すであろう  
海洋生活期のサクラマスの血液の蛋白質-N の 含量が，淡水生活時のそれと比べて目立つて少い事は注目さ月 

る現象であり，血清-N の量として600me 旧l を越える事が少く，総-N 号としても2000me/ldl 以上のものは

多くない。反面そ河後の成魚、でほ血清-N にして・IO00mc/dl 以上，総-N として3000me/dl 以上のものが多

 
河川海洋の問を劫く 魚の血清の蛋白質量が， 悔洋生活時に低「する事はすでにFirly と FOntaine(1932) が

ウナギ．で報告し ・ また。 Bertin (1956) はウナギが悔にA った後，血中のりポ プロティンが分解して結合水を放

出し， 体内の水分の補償に用いられるであろうと示唆している。
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実際仕 サケマス類の降海後しばらくの間 血液中  
の蛋白質-N の・含量は注目される程低く，これが

  
高い値の水分に反映している可能性は強い。 特に

90      人為的な淡水P 海水の移L，かえの実験(第V 章)   の 結果はその事実を如実に示している。    

 
o0cean life

4Str めm life( 九血)  
1952 年春から1967 年秋に主る間の河川と沿岸

        十 十  域の魚の血液について，その比重と水分との関係

●●●◆。ソ" ・十●●●を考察する．ために， ―つのグラフを描いて見た

  ● o◆十  (Fig. 49) @

十三@/.0@.@る巳 。十  すなわち全体を通じて，その分布は直線的配列

に近いものとなり，二つの形質の間にはかなり高 三 %
 

い 度合の逆相関の関係が存在するよウ にうかがわ ド
       p  ●o    

れ ，これらの両形質が互に極めて深く結び付く事 8
oo  タ    が理解される。このグラフの中で，河川生活期の幼魚が占める ヒ4ま

 、I;"礼・ " 升 -      点の分布範囲は，分散の全体の範囲の中のやや左

 ト方の部分すなわち低比重，高水分の領域に偏っ  
0 0 が て存在し．海洋生活期を終って淡水生活に入った

80
成魚の分布の範囲は， 逆にグラフの右下方すなわ  

 叫
 ち 高比重，低水分の領域に偏0 て 存在し， 更に―

]・0的1.050  1.040]・ 0北方，海洋生活期のものは全体として両者の中間に

DENSITY tsp.9n.)位すると言う傾向が見られ，しかも降侮後のスモ

Fig. 49 Graph showing correlaticm betweenルトに続く段階のものはすでに久保 (1960 ， 1%D
water content and density Of b100dが触れ，また前記のB 項においても述べた通り 

割合に低比重，高比重の様相を示すが，その後発育の進んだ日黒， 寒マスのような準成魚の場合にはやや比重の

上昇，水分の低減の状態となり，更にそ河のために春季沿岸に来遊し，あるいは河口域に入 @1たかなり高い比重

と低い水分の状態に到達している。

このよ5 な 比重および水分におげる際立った上昇や，低減の生理学的意義を考察するために， これらが全く独

白の動きをするものか，あるいは血液中の何等かの含有成分の動きに影響されるものかを検討する事が必要であ

る。

銀毛化変態の過程において，地中飼育の魚 および実験水路の魚の血液の比重および水分の特徴ある上昇や低減

と ，中期から後期に向って起る氷点降下度の特異な下降とが，必ずしも常に―致するものではない事から判断す

ると， 血液の比重および水分は恐らく氷点降下度に反映される塩分や， 非蛋白性-N 化合物の動きに左右されて

増減すると言うよりは，むしろ分子量の大きい蛋白質と関係がありそうである。

この問題についてはすでに里田 (1941) および里田 ・ 李 (1941) が指摘し，久保(19田， 196 上 ) がサクラマス

成魚の血液において水分の減少，比重のL昇と血液の総蛋白質量の増大との強い結び付きを観察した所であり，

また，本文においてもFig ． 26, 27 および29 と Fie. 31, 32 および34 の村田によって示されるように， 白

然の河川や地中においてなお，血液の比重の上昇が後期スモルトの水分の減少に血液の比重の由来する所が上昇は，多いと言総蛋白質含量のラ事は， "換きすれば脱水現象による増大と相伴って 起る可能性が血液の濃縮高い。
の起る事を示すもので， ―つの疑問として血液採取方法に関する問題が残る。すなわち大形の魚を水中より取あ

げて採血する時に， 苦しめる卒なく採血する事はかなり困難な事であり，従って，あるいは激しいストレスによ

る血液の脱水濃縮の現象が方法上の誤差として―応心配される。

しかし後述(第w 章のTable14) のように，接岸の時あるいは産卵前の自然の成魚に比べて割合に小さい魚

においても，成熟の過程にある魚の血液の場合には，同―の大きさの末成熟の魚のそれに比べ明らかに高比重，

低水分の状態にあり， しかも氷点降下度も高まる等あらゆる面において，血液の濃縮イヒの状態に到達している事
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か明白てあり，この事から推測して住々 にして観察される成魚などの血液の高比重，低水分に示される儂縮の現

象は採血の時の方法上のストL@@7@,による脱水の現象を示すものてなく， やほり血液の性状の本質的な変化と見な

してよいてあろう。

v ・ 降海時における幼魚の 海水適応。

サケマス頬か元来広塩分性てあり，その幼稚魚が淡水から侮水に移行するに際して，強い浸透田調節機能を有

する事は現在すてに普遍的な知見士な三 ている。しかしその機構の細部すなわち水分，塩分の出入り，それに関

連する窒素および燐化合物の代謝の，変動なとについてはなお未知の面が多い。

―般のサウ マス穎の中ても，特にザダラマスては春季に極めて鮮かな銀毛化変態か起り，その後期の段階すな

わちクライマックスの時に侮い入ゐ事は先に触れた所てある。

この研究においては銀モ化変態の度台の差，言い換えれは季節の差による海水適応能力の大小，魚 体の外的様

相の差異による適応の強さの如何，あるいは淡水から海水へ移し換えの緩急による適応の状態がどのようになる

かについて，実験観察と検討を試みた。

I．材料および方沫  

この―連の峨究ほ1952 年春より1974 年春に至るものであり，北海道大学水産学部，七飯養魚実習施設におい

全長 14- ェ5cm ・ 0 魚 ， 8 月の材料では全長 18cm 内外のものを用いた。
て養成したサクラマスのノ 方・L"- " スモルト等を実験材料とした。．     従って魚体の大きさは標準的な5 月上旬のスモルトでは

飼育装置とレ ては，研究の当初においては単に発泡，通気を行う簡易なものを用いたが，後の段階においては

小杉揚水ポップと禰過結を付げた循環惜を用いた。主として用いた水悟は円形ガラス水槽 (35x30) と市販の青

色プラスチックコソテナ十 で大ぎさは・ @45x30x26.5cm のものである。 いつれの場合V@@も 水槽の外側に冷却水

を流して低温(L0 。―13 。C) を呆持しだE 立た，上面を青プラスチック板で被覆し，魚に安静感を与えるように

努めた。またかなり長期間にわたる飼育のために，容積約 80J (97x41x47cm) の透明プラスチック水槽に冷

却装置，循環ポリプ，濾過槽を付けたものを用いた。

海水適応の結果の如何は主として，血液の浸透圧の上り下りの模様により判定した。なお併せて血液，もしく

は血清の塩分(塩素量)，血清のカルシウム含量，血液の比重および水分の変動消長をも観察した。それらの形

質の分析，測定の方法は前に第w 章に示したとおりである。

果2． 桔

研究の当初(1952-1964 年にわたる期間) は材料とした，スモルトの飼育の方法ならびに材料としての選び方

に問題があり，また養魚地より学部研究室までの運搬の方法に不具合があり，そのために実験の開始前にかなり

衰弱，また生理的に不安定な状態にある魚を用いた嫌いがあり，更に実験装置においても多くの不備な所が考え

られ，そのために魚に必要以上の脅し，ストレスを与え， 従って実験の結果を見ても数値の分散，不ぞろいが甚

しく，本来の自然の海水適応の様相を観察し得たものと見なし難いものが多くあったため，その方法上の影響等

に関する諸問題の検討は別の機会にゆずり，ここでは主として実験の経過の比歓的順調に進んだ1967 年以降の

ものを考察の対象とした。

l) 短時間内の海水適応に関する実験

銀毛化の末期すなわち変態のクライマックスの状態に入ったスモルトの海水適応について実験的に調べ， 併せ

てそれと対照的にスモルト以外のバーの各型のもの (ダークメー，プリイドスモルトを含む) ならびに戻りの起

ったスモルトについても実験した。

海水移行のために二通りの過程を経だ。―つは当初I/4 にうすめた海水に魚を投入して逐次塩分濃度を高め，

12 時間後に全海水すなわち函館周辺の海水の塩分濃度33ガ，比重値工． 0245(15 。C) の 状態に到達させた。この

% この問題については現在も実験的研究を続けており，その詳細な取まとめは別途@こ 改めて行う予定である。
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場合，開始の時間を海水中，0―時間としてその後の採血の時間を決定した。すなわち魚になるべく無理を強い

ずに，徐々に海水に馴致させる事を考えたものである。 もう―つの過程として，魚を直接に海水(塩分33%@) に

投入し，その後時間の経過に応じて採血した。しかし，結果としては両方の間に大きな差異が認められず，海水

への移行後8～12 時間の辺に血液の浸透田浪度のかなり目立った高まりが起り ．その後やや下降の様相を示し，

24-39 時間にほ明かに低下する。塩分も大よそ浸透圧の上り下りと似た変動を示すようである。 カルシウム含量

はやほり―時上昇して再び低下する模様が見られるが，前二者に比べるとその変動はあまり大きなものでなく 

むしろ恒常性保持の傾向がらかがわれるようである。

血液の比重ならぴに水分においては，サケの侮水移行の場合に顕著に見られる現象，すかわち目立って上昇す

る比重と， 逆に下降する水分の動きはサクラマスのスモルトにおいてもうかかわれるか，しかしこの変動はサケ

の場合ほとに顕著なものては低く，数多くの実験例の中には有意てない事も再三見られ，むしろ侮水移行と共に

かなり長期にわたって比重の低下と水分の上昇とが持続する傾向か見られる。

  挨実
*
A

i%7 年5 月下旬に行った数回の寒鉾の結果を示す。すなわち，F。 g・ 50 およびhI の二つはスモルトおよびプ

ソ イドスモ ルトに関するものてあり， I/4 侮水に魚を投入の後 12 時間て完全な海水の塩分濃度にまて到達させ，

その少し前(8-9 時間日) に第I回め採血を行い，その後， 36 時間日，3 日後および6 日後に採血して氷点降

下度その他の観察を行った鹿果である。

日中のテータは各個体ことQ執値てはなく，数個体の血液を混合させたものの言わは平均的な値てある。 従っ

て 統計約検定は難しい。

F昭・ 50 は氷点降下使と塩分の動きを示すものてあるか， ―見してわかるよ5に氷点降下度の8-9 時間目の著

しい上昇とその後の壱速な下降，そT 後の低い値の継続か特徴的て ，塩分の場合も動きはやや鈍いけれども同―

の 消長が観察される。実験中，魚 は極めて平静て 焦燥の様子を示すものはなく， 3 日目には餌 (カケ ロウ幼虫)

を活発に摂取するようになっていた。

すたわち健康，上席なスモルトにあってはこのような仕様による人為的な移し換えによっても，ほほ完全に侮
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水適応が可能である事かわかる。

なお，Fle 51 ぼ同時に測定した血液の比重と水分，ならひに血清の総-N ， 総-P@ および脂質-P の 含量の動

ぎのあらましを， 半ば模式的に現したものてある。 この実験の場合，比重および水分はやや大きい動きを示した

後，安定の状簿に人り，血清の蛋白質 (N て示される) と血清の脂質-P は目立って低下した含号がそのまま続

き ，血清総-p の 含量はやや上昇して後そのままの状態を保つと言う様相がらかがわれる。

この実検にけ随して，広義のパーの―つである プソイlスモルトを全く同―の条件で海水に移し，血液の氷与

降下度と塩分の梢艮を見ると図に良く示されるとおり， 8-9 時間日の上昇も明かにスモルトのそれよりも高く，

3 日後の氷点降下度の高まりは驚くへき程てあり， 塩分の上昇も際立っている。この突険の途中，魚 はかなり苫

しむ模様を見せ， 3 日日には十数以hのものが死亡するに乍 った。

(May.June.1968)

臼◆

 すなわち，スモルトの適応能力に比べると，短時間の適応はほとん

と十ur能と百う 市かてぎる。

更にもう―つの実験として銀白化の完全な後期スモルトの表皮 (ウ

p コ女 ) を Fig 50 の下品に示すうに，全体のl/4 □ ト はき取づた

  
かなく，3 日日の佳 の状態を見ても極めて平静な棟相を示していた。

5 ● 
"430 ―420"

れる。
S-N(mg/dl)

300B ． 実裳-2
 

1968 年5 月下句に行った実験の結果を示す。この年次から後は法水

l5●
 

@25水に七転移する方式によった。 
 
 

 半は模式的に示したもので，やはり血液の各特性は数個体の材料を梶

175合した数値て， ―応平均的な意味を有する。すなわち，水占降下度， ）7・之" （ m・   
36   

塩分の上り下I)の状況は前年のものと全く同様てある。 カルyfJ ム含

HOURS Ji.IN SEAWATER量は低下して恒常の状態に入り，血清上N 含量は低下を続け，血清-P

およ 小血清脂質-P の 消長ほ前年のものとほとんと同―の様相を現わ Ftg・ 52 changeS ln some CharaC 
tenstics 0f b100d and serum

after transfer into sea
している。血清無機-p はそれ稚の変動はないようてある。

water. Experiments con  C ． 実裳― 3

ducted tn 196819fit@年 5 月上旬，種々の様相の任について数回の丈験を行った。

*
それらの―つとして，完全に銀白化し  AOOた後期スモルト と前ヰ秋に成熟した， タ

―ク " ―の侵透圧調節機能を比較した支 -
 

験を試みた。すなわち5 月上旬に行った 宗実験の紬 果としてFlg53 に示すとおり UU-

" へ，日中，各個体のテータをプ p ノトし，そ

れを基にして描いた曲線は明確に両名の

 

示している，もち希， 3 日半後の魚の状 300<@@Lg@@@@S，  

(May 3.-69)態はスモルトが極めて順調L 摂食するま  

    てに至っていた反面，タークハーの方は

半数以上死亡し，衰弱して5尾かようや Fig. 53 Changes of serum DWS lN osmolarity SEAWATEROf smolts and dark
parr after transfer into seawater Experimentsく生残っていたに過きない。ここて表示

conducted @n 1969を省いたが，血清の塩分も浸透圧と同―
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の 消長を示した，

D ， 実験-4 
すなわち，スモルトと" ―の海水適応能ヵの比較を追試的に行

い， 更にまた，同―水路におげる中期スモルトと後期スモルトの

浸透圧調節能の比歓も試みた，

Fie ・ 54 にその結果を示すが，図の上半部のグラフのとおり 

   (May A, '70; deep pond)スモルトの強い浸透圧の調節機能に対して" ―の 場合の調節機能

の 弘さが明白である。 しかも魚の衷弱甚しくて死亡する魚・ が多  く ，海水移行後.3n俘間に至らポして生残2尾となった。

また，図の下半部のグラフでわかるように，実験水路内の同―

魚群において5 月半ば過ぎまで， 銀毛化変態の完全でない魚の悔

 @ (M-ay19.'7o; i @ art. 1stream)水適応能の充分でない事がわかる。なお，小川の状態を模した実

験水路においては，比較的水位め 深い池の場合よりも銀毛化要熊  

の 遅滞する傾向が認められる。  E ． 実験-5
 

     36 1971 年， 1972 年の両年次において，・正常な銀毛化の時期の外

に ?春および夏季の数回にわたって悔水適応能力に関する突験を Rg， 54Lhaぼ江50PS茸三TXmolHityof
parr aiiid; smolts after transfer in 行った。

to seawater,'  ;n various stages   すなわち5 月の後期スモルトの外に，3 月下旬に池中で銀毛化

Experiments conducted in 1970
の 初期にある魚の海水適応能を調べ， 更に6 月， 7 月および8 月   

500 ―
oo

において正常の降悔時期以後でありながら，スモルト・のままの完

全な銀白相を保っている魚の梅水適応能についても調べた。また

それに付随して体成長の充分でない伍 ，および銀白相がさめてい

 わゆる「戻り」の現象の起り始めた魚 についても同様に海水適応 450 □

Pre-smolts
能を検討した。

(M 乱 22) oFig ・ 55 は 3 月下旬の銀毛化変態の初期にある魚および後期の  
スモ ルトでありながら，体長が小さい魚、(主として全長，12cm モ

 内外以下) の浸透圧調節能力の如何を示したものである。 すなわ 堂 wo0- ・

   /ソ，，，・ち ， 最 ド部のヵーブで現わした正常の適応の模様と比べると，変 二

さ

(1972)
 

 
  24 36

  
 る事がわかる。

Fig. 56 は Fig. 55 に示したデータも含め，8 月中旬に至る各

季節における海水適応能の良否を比較し 併せて「戻り」の現象

の 現われ始めたスモルトについて7 月， a 月に行った実験の結果  を示した。

 この図を―覧して次の事がわかる。すでに述べたとおり 3 月

"。応 " 立仰町。。下句の初期のスモルトでは悔水適応能が不充分である事を除き，

完全に後期スモルト・特有の銀白相を保つ魚は，正常なスモルトと Fig.55pre-smolts Changes Of and serum small osmolarity sized smoltsof
after transfer into seawater:

しての降海の時期以外であってもほとんど支障なく海水に適応で

Experiments conducted in 1972きる。8 月中旬の魚の場合，5 月上旬のそれと同様，海水に移し

で in 日の後において魚 は見かけの上でも極めて安定の状態に入り， 良く 餌を食い， 更に血清浸透圧も―屑低下

の状を示す。しかし，「戻り」の現象の見え始めたスモルトでは図中 ， 黒三角破線の示すとおり， 3f-39 時間後

の浸透圧の低下，回復が起らず，実際に魚の衰弱も顕著となる。
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Fig. 57 Changes ;n some characterises

Of b100d after transfer into

seawater ; accompanied by the

95% confidence limits (verticalFig, 56 Changes Of serum osmolanty of smolts after
bars). Experiments conductedtransfer into seawater rn various seasons;

in 1971 and 1972accompanied by the standard deviations (vertical
bars@; Experiments conducted Ln 1971 and 1972

1971. 1972 両年の実験は共に順調に進み， 見かげの結果も良く似ており，しかも上述のように季節による差異

も明白て # いように見受げられるので， 3 月の実験結果を除いて全部のデータをプールして計算し，平均値に幅

を付加し(95信頼限界表示)，しかも浸透圧以外の二三の性状の消長についても同様に計算しFie ・ 57 に現わし

た。 すなわち，スモルトの血清の侵透圧，塩分および血液の比重は海水に移されて―時上昇するが間もなく低下

して元のレ @<ルに近つき，血液の水分は比重とは逆に―時低下して―種の脱水状態になり， カルy@y ム 含量は人

よそ恒常の様相を保つと言う事が単な乞 変動の傾向以上に，かなり有意的なものとして認められる。

2) 長期間にわたる海水遼志に関する実験

者年次におぬて，ー前項の 寂時内の実験と併行して侮に入，Q てから，担当の日時を経過した魚の生理状態を調へ

るための飼青実験を行った。そのため，ほとんど同時に相当数のスモルトを別の海水槽に移して飼育を始めた。

この場合―部のものは当初H/4濃度 (塩分8-9佑) の海水に魚を入れ，徐々に塩分を増し約刈 時間をかけて全

侮水へと到達させた。

人部分のもあは経過が順謝こ進み，数日を経ないて良く摂食するようになった。

ただし―つの問題として，次あ章において記述する所の淡水中における「戻り」の現象が，これらの悔水によ

る 飼育笑験の途中にも同じように起る事か注目される。すなわち多くの場合，7 月半ばに全体のl/3-1/2 の個

体が銀白相を失うようになり，しかも血液の性状においても不正常なもの(濃度全般に上昇) となる事か多い。

これらは―応そのまま保留し，銀白相を完全に保つもののみを正常な生活のコースをたどる角、 と見なし観察の対

象とした。

今，それらの結果としての血液の性状に見られる浸透圧調節の模様を，すでに前章て掲げたTable5 ， 6 およ

62



北梅道のサグラマスの生活史に関する研究

び ?を再度引用して観察しよう。

Table5 が示すように，スモルトが海水に移って3-6 日を経過した場合，血液の氷点降下度および塩分は意

外に低減しており，比重値の低さと共に血液の濃度の全般的な低下を示すよ5 である。 しかし・水分が通常のレ

べルよりも少く現れているのはやはり，人為的な取扱の影響の結果が多少残っている事を示すかも知れない。し

かし．移行後10-15 日を経過した場合の血液の性状はTable6 に示すとおりで，血清の浸透圧濃度および塩分

の平均値から推定した血液の氷点降下度は―0・ 例。C，塩分は370mg/l となり，また比重値の低さとかなり高い

水分量は，彼等が完全に海水に適応した生活に入0 ている事を示すものである。 血清-N 含量の割合に高い事も

栄養の上で比観的恵まれた条件にある事を示すものである。

更に，海水生活75-125 日目の血液の状態を示す Table 7 から判る事は，目立って低い塩分および比重値と

逆に高い水分量に拘らず，氷点降下度が前よりも高まっている傾向が見られる事は，活動に伴う代謝機能，恐ら

く N および p- イヒ 合物の出入の度合の高まりを反映するものと考えられる。

これら飼育され，採血された魚は，その休色は鮮かな銀白色を呈し 背ビレと尾ビレの末端も浪黒色であ っ

て， しかも水悟中であるにも拘らず，良く摂食して体生長の伸びも著しく。全長 22cmm から28cm に至るもの

が大部分であった。

このように魚の外観，生長度と血液の性状を併せ考えると，これまで自然状態では容易に触れる事のできなか

った，夏季の沖合生活をする魚の生理状態も人工的飼育管理K二 よってある程度再現し，観察する事が可能となみ

訳である。

従って，Table ・ 7K@ 示す所の長期間海水中に飼育された魚の血液の性状は，当然夏季のいわゆる沖合深層期，

あ るいは秋の日黒マスの初期の段階に近い魚の血液の性状を現すものともなる。

兵3． 考

連年にわたって反復した実験の示す所では，原則として休色が銀白色を呈する春のスモルトならびに季節外で

あ っても，銀白相のスモ ルト型の外観を保つ魚は，特に小形の個体を例外として直接に海水中に投入されても，

血液の濃度が全般的に―時上昇する事はあるが，間もなく元の状態K-復帰して，ほとんど支障なく海水生活を統

ける可能性のある事を確認した。

サケマス煩の海水適応については，かなり多くの研究がなされており(Black, 1951; HOar, 1953 が紹介)，そ

の後の研究としてParry (1960, 1961) の大西洋サケその他に関するもの， COnte 等 (196充 ) のスチールへッド

トラウトの浸透圧調節能力の出現する時期に関する詳しい研究があり，いずれにおいてもそれら魚 種のスモルト

の海水適応能カの強さが確認されている。筆者自身(未発表) もサクラマスのほか，アマゴ，ヒメ マス，ギリザ

ケ およびイヮナ類のスモルトに関して実験を試み，その海水適応能の強さを認めている。

更に，著者が別途に行っている研究において，青色光処理をされたサクラマスのスモルトは夏はもち論，初冬

に至るまで体色の銀白相が保持され，しかもそれらの魚は季節に関係なく，強い侮水適応能方を有する事は， 見

かけの上で銀白相と浸透圧調節機能との強い関連性を示すよ5 である。

しかしながら，実際には長期間海水に飼育された魚の中で，休色の銀白相が完全に消失して，淡水中のパーと

全く同―の色彩を呈するものがかなり出現し(詳細は後述)・しかも血液の・浸透圧濃度その他の性状を見ると銀白

相の魚のそれらと比べて・―般にその浪度が増大する傾向があるにも拘らず．水槽内での行動特に摂食が活発で

あ る事を見ると，どうも浸透圧調節機能の強弱と体色の銀白の度合とは，直接に結び付かないようK も見える。

内田 (1973) もこの問題について触れ，魚類の皮膚が浸透圧調節に果す役割は非常に少いためと説明している。

突験Iのように，体表の約 I/4以上ものグア _ ン 層と ウ P ュをはぎ取った場合でも，その海水適応能には支障が

ないように見える(FiK ． 50) 。

このような事実は，表皮のグア二ン，ウロコの生物学的の役割を無視するものでなく，むしろ皮膚を含む体表

面全部の透過性の調節機能の強さを示すものである 5 。 すなわち，HOu ，ton (19也) の示したサケマス頬の幼魚

の生体膜の透過機能とカルシクムイ オソの関連性に関する興味ある資料が提供された事にもなる。

更にここで，また西田 (1953)によって認められたエラの塩分排出細胞の機能の重要性が再認識されなければ

ならない。
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内田等(1973) はウナギのェラのNa ・ KATP アーゼが， ェラの塩類排出機構に関与する事を示L，ており，ま

た内田・平野(1968) はウナギ、サケマスの降悔前の銀毛化に伴うACTH ―間腎系の活性化，およびコーチコ

イドの分泌増大が腸からの無機塩と水分の出入の調節に重要な役割を果す事を示唆しており，この実験において

も当然魚体内でそのような機構が働いているものと考えられるが，細部については今後の研究にまつべぎであ

る。

これまでの知見によっても，サクラマスの場合，他のサケマス類と同様にスモルトの相にあるもの以外の 伍

は ，急激な海水適応が難しい事が予想されていたが，銀モ化変態の初期にある魚および完全な銀白化のスモルト

でありながら，体生長の不充分な魚の場合，海水適応において弱い事は意外の事であった。

・ すなわち実験5 の結果に見られると．おり，同じ銀白色のスモルトにおいても，小形のものは急激に淡水から悔

水に移される時には大形のものに比べて，36-39 時間目の血液の浸透圧浪度の低ト，すなわち元のl@べルへの回

復の模様が香しくないときう事から推測すると魚体の大きさ，もしくは春のスモルト化の時の生長速度の遅速

は， 魚の海水適応能力の大小と深く係り合うよらに考えられる。

KOmourdlian 等 (t976) の研究は，上記の問題を良く例証するように見える。すなわち彼等が行った実験の

結果として，大西洋サケの" ― に対して豚の生長ホルモソを注射した場合，4 週間後に体長ほ著しく伸びると共

クの 消失と体色に ，その海水適応能が明かに増大し，そのまま海水中の飼育を続げると， 9 ヵ月後にはパーマー

の銀白化が起ったと言う興味ある事実がある。 この場合，体重の増加が有意的でなく， ―種の 「ヤセ 」の現象を

伴っているから，恐らく甲状線ホルモンの介在も考えられるが， やほり生長ホルモソP 生長の促進ト浸透圧調節

機能の増大と言う過程，もしくほ生長ホルモンと 浸透圧調節機能の直接の結び付きの過程が考えられそうであ

る。

また別の見方をすると， Fie. 56 に示した8 月中旬の実験の供試魚は，地中で英しい銀白相を保持し，生長度

も他の魚を著しくしのぎ，全長刀cm 内外にも達しているが，海水に移された時，実際にそのカー東(O示すと

おり，血液の浸透圧調節の具合も順調で， 5 月中旬のそれに匹敵するものであった。この事実からも魚体の大き

いと言う事が，海水適応のために有利な条件である事が良く理解される。

前掲の Fie ・ 3 の中の生長カープの強い勾配からも判る所であるが，実際に筆者の行った標識放流試験の結果

の ―つである 1976 年9 月 10 日の 再捕の魚はI 日当り平均I・ 9mm の増長，1979 年7J 子 4 日の 再浦魚はI 日当

り平均I． 4mm の増長をしており，その生長速度には驚くべきものが見られる。

筆者の今回のサクラマス幼魚に関する実験で，後期スモルトを海水に入れて長期間飼育した場合，魚 は極めて

活発に摂食して著しい体生長(30cm iG近い全長) を遂げ，鮮麗な銀白相を保って自然の海域の初期の日黒マス

のような姿となる。しかもま．た，血液の性状においては浸透圧濃度，塩分その他が予想外に低い値を示してい

て，海水中における体内からの塩分排出機能の強さ，すなわち魚体の生理的活性の高さを良く認める事ができる。

このように人エ的な海水飼育実験の結果と，自然の海域での魚の発育の模様を併せ考えて見ると，推測される

沖合深層期の魚 から準成魚、としての初期の日黒マスに至る段階は，サクラマスの―生の中でも，春マスの後期の

それと並んで生態学的にも活動的であり，更に生理学的にも極めて安定した段階であると言う事が良く 判る。

VI ・ 銀毛化 変態における「戻り」現象

人エ的飼育の場合はもち論であるが， 自然の状態においても(例えば水位，流速の異常，水質や水温の激変

等，河川の中下流特に河口域の環境条件に特異な変化が生じた場合)，サクラマスのスモルトが降梅せずに河川

内に残留すると言う現象が往々にして起り得る。そのような場合に， 彼等の体の内外に如何なる変化が生ずるか

と言う事は―つの重要な研究の課題となる。

銀毛ヤマべを池に留めておくと，問もなくその「銀モ」がさめて普通のヤマべの型になると言う事は，すでに

大野 (ェ933) が指摘した所であるが，しかしこれらを更に長期間そのまま継続飼育する場合の魚 体の変化の詳細

についてはほとんど触れられていない。

筆者は先にこの現象を 「 戻り」と呼び，そのよ5になった魚を「退行型スモルト」と定義し，このような現象

は魚体の生理的条件持に成熟，海水適応との関連，更にはサケマス煩全般に通ずる所の，いわゆる陸封の問題の
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―要因に係るものと考え，ここ凹数年にわたり，その現象の観察と検討を試みて来だ。

ここではそれら観察の経過および結果の中の代表的なものを抜き出し， ' 「 戻り」現象の実態の概要を述べ，ま

たその「戻り」 を抑制する方法として，いわゆる青色光処理の実験を行ってその効果を確め ，それらに伴5血液

の性状の差異，変動にも触れ，「戻り」現象の有する生理学的あるいは生態学的意義について考察した。・

なお海水槽中で長期飼育された魚においても，淡水中におけると同様に 「 戻り」現象が起る 。 この問題はスモ

ルトの海水適応に関する実験に付随するものであるが，この草において「戻り」現象に係る部分を特に取上げて

検討を試みた。

I・ '材料および方法

この ―連の研究においては5 月下旬に，生後I年半池中に養成された同―の スモルトの魚群を二つに分け，―

群は通常の自然状態を示すものすなわち青色光突験の対照群として，半ば自然の小川に近い状態の，比較的浅い

実験水路に放L ，他方は芙験群として割合に深い水位の池 (これらの大きさ等は冒頭に記述) に入れて，上面の

三分の, を育いヂラスチック板 (厚さ 2mm ，濃青色透明塩化ビ二― ル (商品名，三菱ヒシ プレート)) で被覆

した。 海水中の 「 戻り 」 に関する観察の材料，および方法に関してはス壬ルトの海水適応の実験の部分で示した

とおりである。

果2． 結

l) 実験地ならびに実験水路における「戻り」現象とその抑制

正常の条件と見なされる突験水路もしくは突験池に放養された魚 ，すなわち青色光実験の対照群の魚は，夏の

初め C6 月の末から7 月の初めにかげて) かなりの割合のものが「銀毛」の色相がさめて，いわゆる半銭毛もし

くは ヤマ べの色令を呈するに至る。 多くの観察の結果の中から代表的なものとして， 1973 年と1975 年の青色光

処理の実験を兼ねたものの結果を示したものがTablfi ]l である。 表中に示すS は完全に銀白柑を留めるもの，

R は 「 戻り」の様相を示すもの，P は完全にもどって明白にパーの様相を呈すもの， DP は 雄魚の成熟したもの

で，すなわち実際に戻りの経過は SづRづP ( 早 ), DP (S) の過程をたどるものである。 しかしこの場合，恐

らく P の大部分は雌魚であり，しかも雄の場合;と異づ て成熟するものは皆無である。 R ， P およびDP の三者

を総括して銀白相を矢ったものと見なずと， ―般的な条件下でI0 月半ぱに至ると，それら三者はTahlfi ]1 の

A およびB の示すように全体の凹乃内外と言う事になる。逆に銀白相を留めるものは20% 内外の割合である。

他の年次の観察結果を通観しても，大よそこのような割合に近:@、 ものが見られる。なお，このような通常の飼

育条件の下ではスモルトめ中に@9@@ ガを越す雄魚が含まれており，しかもそれらが降海の機を失う時には，その中

の相当数のものがその秋の内に成熟すると 言う事は注日に値する。

それに対して深水位，青色透明板で被覆されて飼育されな群では10 月半ばまでに，その半数近いものが銀毛

の 状態を保つ，実際に1973 年5 月下旬，銀毛化変態の末期に到達したズモルトを実験群，対照群の二E 分をし

て飼育し 10 月中旬仁観察した結果はTablet:I心 AA'および-F@e.581p@示すとおりであり，スモルト本来の

銀白相を完全に保持するものの割合ほ両者の'間で舎しく:安0千元、る。 "すなわち，対照群における銀白相の個体

(S) の割合は凹% であるに対して，青色光処理をされな群では42ガの値を示している。この比率の差異は表の

下の部分のように四分表を作ってx2-倹定 tYates の修正・をした ) を行う;と xt"二 10.29 となり，通常，x2 ノ5・ 4

であは極めて高いれば，危険車になる。 また全体として率 Iガで二つの出現率の，実験群の魚の有意差を認める休生 F が甘立って良好な事ができるから 事は，・この場合のF@e.58両の分布多角形からわかると群の差の有意 性

おりであり，特に銀白相 保持の群 (S)@および半銀毛の戻り Q 相 (R) の群のすぐれた生長は，それぞれ対照群

のものに比べて驚くべき程である。

更に注目される現象として，見かけの上では両群の間の戻り相の魚 (R) の割合に大ぎな差が見られず，数字

の上では対照群において少いようにも見えるが，実際には対照群において成熟雄魚(DP) が極めて多く出現して

いる。このものは早期に戻りの状態を経過して急速に成熟したものであり，他方実験群では極めてわずかの雄魚、

が成熟しており， Table 1T 中の27ガと?3ガの数値の差の有意性はあえて xc2-検定を行うまでもなく極めて明白
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Table )1 Difference tn keeping capability of silvery phase of fish reared in blue
coloured pond compared to that of control fish; numbers and percentages
(in parentheses) of fish Of various phases
(S=smolt; R=regressive smolt; P=parr; DP=dark parr)

A Experiment from late May to mid-0ctober, 1973      
Phase

TOtalGroup
DP    

123 224651
(100)C3)(18)(37)C42)

Experimental

9125t731I8
(100) (27)(19) (34)(20)

COntrol

Test for significance Of the proportion
 S R+P+DP  To也 I

of "S" phase fish

a < 0.0007が二10 ， 29

% mc@ 7(N 3lll 
145  214 69

B Experiment from late May to mid-0ctober, 1975   
TOtal 

Phase
Group

DPR+P 

58 3122
Cioo)(9)(53)(38)

Experimen 由l

47工工27 
(100)(23)(58)

 
(19)

COntrol 
Test for significance of the proportion

 S R+P+DP   TOtal

of "S" phase fish

a=0.03ic2 =3.55

  
74  105 

        20 22 24

TOTAL LENGTH (cm)

Fig. 58 Effect 0f rearing tn blue coloured pond illustrating

regression of smolt-metamorphosis and retardation

Of maturity followed by the promotions 0f body
growth
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なものてあり，換言すれは実験群においては成熟かほ低完全に抑えられている事になる。また1975 年5 月末か

ら 10 月半はにわたる同様の安験の結果は，Table H の下方B に示すとおり，上記と 良く似た様相となる。こ

の場合，1973 年のものと比へて供試尾数が少いために百分率の検定を行うと有意性はやや低くなるが， 表て判る

とおり，銀白相の佳 の割合ほ x@-検定による信頼度9Wガ以上(a 二 003) と言う値を示しており，明かに実験群に

おいて高くなっている。

両年次の実験の対照群の数値が示すように，通常の管理をされたスモルトは，8割内外のものが銀白相を矢い，

秋までに戻りの相か，もしくは成熟 (雄の場合) の状態に到達する事が明かてある。

厳冬季に入って水温か著しく低下する場合，通常の条件下に飼育された対照群の魚 はもち論， 深水位て 青色光

処理を受げた魚ても大部分のものが戻りの傾向を示すようになる。

実際に1974 年秋から1975 年秋にわたり，別の年次の魚について観察を行った結果として，実験水路に飼育さ

れた魚 において，年齢L の秋に―たん戻りの状態に達した魚が翌春(1975 年，年齢2。っに再び50ガ内外のも

のが銀毛化してスモルトとなる事がわかつた。すなわち，同 ―個体において銀毛化変態か2 回起る事になる。し

かもこれらの中ても他は，その年の秋には成熟しない事がわかった。

換言すればこのような魚は，正常のサクラマスの雌色の成熟年齢2+ よりも遅れると言う事になる。

2) 戻りの現象に伴う血液性状の変〃と

このようなスモルトの戻りの現象が明かとなった時期，すなわち，その戻りを抑えるために行った青色光実験

の途中において，スモルトのままの銀白相を示す魚と ，実験水路内の戻りの相の魚の両方より血液を採取して分

析，測定し両者間の 血液の性状の異同を比べた。

Table 12 に示すものは， 1971 年8 月 16 日に行った両相の魚の血液性状の比較である。

各性状の数値に関して両者の間て統計的検定を行うと， 卜値 (摘要櫛) の示すとおり，血清の浸透圧と血清の

カルシクム 含量において，銀白柑の 魚 よりも戻り相の魚ほ著しく高い値を示している。平均値の見かげては戻り

相の魚の血液は水分が少くして，比重が高い傾向がうかえるが，これらの材料の範囲内てはその有意性は高くな

いく低い卜値)。 もしかすると，窒素化合物の影響によって侵透圧が高まっているかも知れない，

Table I2 COmparison of b100d characteristics between two phases 0f

fresh water reared fish samples taken ln mid-August

(Mean @ S. D.; n0. of fish tn parenthesis)- ―  "―― 
Phase   

RemarksRegressive smoltSmoltB100d
characteristic "   

t=3.02>t(i.0s292 *4.   272 @20   Serum osmolarity
C9)(?)(mosm/1)

I18 士 4. 8119 @1   Serum chloride
(5)(3)content (Cl'mEq/l)

t=4.07>t0.05ii 8@r   9． 0士 3． 38Serum calcium
(8)(?)content (mg/dl)

t二ぜ 36< t。 。，1 0416-f@ 0.00351 0394@0.0033Density
C9)(?)(sp. gr.)

[二 I  61< t。．。585. 3 *1.4886. 3 @1. 16Water content

(8)(8)(%)  

3) 海水飼育されたスモルトに起る「戻り」現象

すてに前章ても触れたとおり，長期間スモルトを侮水拮中て飼育する場合にも， 往才にしてその個有の銀白の

色相が消失して， 技水中の人形の" ―の様相に変化する。―般には変態後の銀白相と海洋生活とは強い結び付ぎ

かあるように考えられているので，このような現象は―見奇異に感ぜられる。

このような侮水中て起る「戻り」の現象は，生理的には如何なる意味を有しまた 性成熟とどの様な関係を有

するかと言うことを検討するために，二二の実験的観察と考察を行った。
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 長期間 (3-4 ケ 月間) 海水に飼育された魚の戻りと血液の性状

第 TV 章で述べた海洋生活前期の中の沖合深層期の魚の状態を，人エ的に再現するために行った長期間の海水

飼育実験，すなわち海水移行の後， 3 ヵ月―4 ヵ月を経過した魚で，実際に起る 戻りの現象についてここで再度

取り上げ， 戻りの起らない正常の魚 (銀白相の) と比較しながら血液の性状を調べた。

連年のスモルトの海水中長期飼育の実験において， 7 月上旬には全体の半数近いものが「戻り」の現象の兆候

を示す事が認められた。8 月中旬には，それらほ見かけ上完全な河川生活をする" ―の姿と変ってしまう。その

頃にはスモルトの銀白相を保持するものがむしろ半数に満たない事が普通である。

Tabe 13 には血液の性状について1963 年・ 9 月 28 日 (海水移行125 日日 ) のデータ，1966 年 9 月 2t B (海

水移行90 日目 ) のデータをプールして計算し，平均値と標準偏差を示し 更に t-検定によって銀白相の魚 ，戻

り相の魚の間におげる平均値の差の如何を吟味して表示した。

氷点降下度および塩分は見かけの・数値においても， まだ平均値の差の検定の結果(t=5.42 ノto0． ，) を見ても，

戻りの相の魚は銀白椙の 魚よりも高い値を示す。しかし比重および水分においてはその差異は明確ではない。

また，血清カルシゥムの含量ほ例数が少いのでt-検定を省 いたが，見かけ上戻りの相の魚のものが高いと言えそ

うである。

すなわち，前項の他中 および実験水路の中の銀白相の魚と，戻り相の息の血液の比較の場合と異り 。 塩分の含
量K おいて，戻りの相の魚が高い事は海水中の事であるから当然のように考えられるが，戻りの相の魚の塩分排

出機能がより弱い事に起因するもので，これが氷点降下度にも反映するものであろう。なお，両相を通じて水分

量が淡水中のそれのレべルに近いようであるが，比重において海水中のもの，特に戻りの相のものが低い傾向の

見られるのは注目される現象である。

Table I3 COmparison of b100d characteristics between two phases of fish reared
in seawater for a long period of time; samples taken ;n late September

    (Mean @ S. D., n0. of fish ;n parenthesis)   
Remarks Phase Bl00d

  
Regressive smalt      Smolt     characteristic   

  
t=5.42 二t。．。，

 . 748@0:'04320． 667 主 0． 00E    Freezing point
(5)  (8)(J-@C)

t=2.54 二t。．。，
397 *24. 9365 @19.37Chloride content

(5)(5)(C1- mg/dl)
14. 33 *0.9511.0*0,    Serum ・ calcium

C3)(3)content (mg/dl)

廿 二 0． fi9
1.0369 *0.000781.0387*0.0057Density

(4)(9)(sp. gr.)

t-n. 72
86.53 *2.087.03*0    Water content

(6) (9)(お)   
B ． I年間海水に飼育された魚の戻りど成熱と血液の性状

1964 年春にスモルトとなった魚を海水中にI年間飼育し，1965 年 (本来成熟すべき年齢 2") の春，血液の性

  六と生殖単発達の模様を調べた。

淡水より海水に移された魚の大きさは，全長15cm 内外の後期スモルトの段階にあるもので，実験水槽は室

内におかれ，自然光の照射は余り強くない状態であった。装置は水道水によよ て冷却しs。―10 。CK 保持した。

この場合の水槽は直径 35cm ，深さ3iocm の円形ガヲス惜と， 45cmx30cmx26 ． 5 。m の角形ガラス倍を併せ

用い，これらにはエアリフトど サイフォソによる循環装置を付したものである。  

飼育水の清浄保持のために，飼育装置の濾床の掃除と水換はかなり頻繁に行ったが，魚の個体問の相互作用の

不調和のためか， 摂食が不充分となり，ほとんど生長せず，衰弱するものが相次いで生じ， I年間にその半数口

上が死亡した。比較的順調に生長したものも秋9 月末には，休色の銀白の度合がかなりうすらL'で見かげの上で，
ウ p コがはげかげたよ5 な うす汚い状態となり， しかも全体的に紫黒色を呈するに至った。もち読，背ビレ頂端
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Table I4 COmparison 0f b100d characteristics between two phases of fish reared
in seawater for a year; samples were taken in late May 1965  

(Mean @ S. D., n0. 0f fish ;n parenthesis)
    

Phase   B100d
1n freshwaterIn seawater 
RegressiveSilvery 卸d  Regressivecharacteristic

or dark   immatureor dark 
0． 67 上 0． 0080． 63 士 0． 0120． 698 士 0． 05Freezing point  

(5)(5) (4)(J-oC)

374 @20   348 士 2.9366+26. 9Chloride content

(4)(3)(4)(C1- mg/dl)

I・ 04昭士0． 0031.0418 士 0.004381.0497+0.00438Density
(6)(4)(4)(sp. gr.)

84.0*1   85. 9+0.9981. 5+3 ． 凹Water content

(6)(5)(4)(%)
75―凹9R-noRest N content  (2)(2)(mg/dl) 

と尾ビレ末部の黒い色相も消失するに@rった。このよ5 に当初，鮮麗なスモルトとして海水に移され，かなり周

到な注意の下に飼育されたにもかかわらず，見かげ上でかなりの数の魚が淡水中のパーの様相に変化した事にな

る 。

3 月中旬よりこれらの残存個体の約半数は， 再びスモルトの様相を呈しはじめ銀白色が次第に強まり．背ビレ，

尾ビレの先の黒さも目立つ様になり， 5 月に入ると完全に大形の後期スモルト と言う外見を示すに至った。―方，

約半数のものはむしろ前者より体長が大きく体高もまた大となり，以前にも増してメー型へのもどりの度合いが

高まり，5 月中旬―下旬にば完全に淡水残留型パーの外観を呈するようになった。水槽内での行動においても，

スモルト型のものを圧迫するような傾向が見られた。

5月下旬，供試魚の全部を水槽より取りあげて血液を採取した。生殖巣の外見ではスモルト型の5尾の魚 は全

部雌で，しかも全く末成熟であったが，" ―型の4 尾の魚はI尾が雄， 3尾が雌で全部が秋の成熟の見込まれる

所の，かなり発達した生殖単 を有していた。

この時の魚の血液の諸性状に示される所の，濃度と性成熟との関速を示したものがTable 14 である。

戻りの相の魚の血液は高い氷点降下度，比重より見て血液の濃度が高い事が判り， 特に水分量の目立って少い

事は．海水中の生活において水分代謝の面でスモルト 型末成熟の魚に比べて，かなり強い無理を強いられている

事が推測される。比重の違いはその事を明らかに反映するものである。

氷点降下度の高低と 塩分含量の大小とが直接結び付かないのは意外な所であるが，非蛋白性-N の含量におい

て成熟初期の魚の方が高い傾向を示す事は，ア，ノ酸， 尿素その他に由来する窒素の号の大小を示すもので，恐

らく，蛋白質ならびに核酸の代謝においヱ成熟予定の個体の方がより高いものであり，自然生活の成魚のそ河前
後の血液における蛋白質含量の 者しい高まり"(久保，1961)が， "今回の実験の結果にも同様に現れているものと

見てよいであろう。

このように，戻り相の魚の浸透王の濃度の高さが塩分よりもむしろ， 非蛋白性-N の量に支配される事は， 下

に示す所の淡水中の同―年令群の魚の血液の性状からも判る所で， 高い氷点降下度と非蛋白性-N 量と低い塩分

含量が特徴的であり，また割合に少い水分呈も海水中の成熟すべき魚のそれと共通した傾向がうかがわれる。

なお，例数が少いので表に示さなかったが，戻り相の魚の血液のへマトクりット値が，末成熟のそれより低い

市ほ両型の血液濃度の差ほ血液全体としてよりも，血清の濃度の差に左右されているものと推測される。

生殖巣の発達状態を観察すると戻りの相の魚では，地直径2-3mm 位の卵を有し，雄はまたかなり幅広い

(5mm) 近い精巣を有していた。それに反しスモルト型の魚では，雌雄共に秤量出来ぬ程の細小な生殖巣を有し，

前年のスモルトのそれと何ら異らぬ未熟なものであった。
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兵8． 考

サケマス頽に起る「戻り」の現象について，実験的に扱った研究は極めて少い 。 わずかに KOch (1968) はそ

の著書にVan Dyck (1968) (原著を見る機会を得ない) の研究を引用し，大西洋サケ幼魚の銀毛化に伴って，増

大する塩頬細胞の数は脱スモルトイヒ (desmoltification)に伴って減少する事を述べており，内田 (1974) もこれ

を引用して，サケマス幼魚の銀毛化と海水適応の関連の問題を論じている。この「脱スモルト化」の語は，ここ

で言う 「 戻り」と全く同じ意義である。

筆者は二ジマス，アマゴ，アメマス，オシ， p コマのスモルトにおいて，またそれらを海水中に長刹間飼りた

場合に起る所の，サクラマスのそれと全く同様の「戻り」 を観察している(久保，未発表)。

このような現象は， 恐らく内的要因(恐らく主として内分泌機能の周期性) に誘導される銀毛化と裏腹のもの

であり，従って，外的要因としての環境の諸条件がそれを助長し，あるいは抑制するように働くものである 5 。
しかも実際に見られる事象として，「戻り」と色々 な外的要因に山釆する多くのストレス(恐らく人為的なも

のが多い)，ならびに性成熟との結び付きが極めて大きいようである。

実際に筆者ほ ，サクラマスの後期スモルトの場合ぱかりでなく，前期もしくは中期スモルトに対して不適当な

標識 (やや大形のアソカータグ) の取付をして，安静感を欠くよらな水槽に移し入れた場合，その後の銀毛化の

進行は停止して急速に元のバーの姿に戻る事を確認している。

多少ともこの「戻り」の傾向の見られる魚 ほ ，正常の海水適応の姥カが低下する事は第 VI 章に述べたとおり

で，注目される現象である。

換言すれば「戻り」の現象は，サケマス類の淡水生活のための―種の生理的適応であるとも考えられ，この事

は延いてはいわゆる「陸封」の現象の―要因としても考慮に値するものである。 しかし場合によっては，長期間

海水中に飼育されて。― の姿にもどり， しかもそのまま成熟放卵の段階に至った事例もあり， 「戻り」の現象は

即ち，浸透圧調節の不可を招くものと断定する事にほなお疑問が残る。

「 戻り 」 を抑える方法として，青色光処理が極めて効果的である事が認められ，この処置が有効に働く過程の

―つとして魚 に安静感を与え，当然ストレス緩和のために役立つ事が考えられるが，あるいは体内の代謝 (例え

ば核酸の) に直接，間接の影響を与えているかも知れない。

しかも，この青色処理がサケマス頬の幼魚の銀毛化変態にも役立つ事は，筆者(未発表) が現在，普通の条件

の下では，銀毛化の起り難いオショ p コマや本州系 (信渡川系) の・イワナについて，試験して確認している事実

である。

このような試験の効果は，いわゆる―種の保護色の結果の現象とも解せられるが，しかし，長期間の光ユネル

ギーの取入れ方の変化に基く内分泌機能の修正，もしくは代謝様式の変化も考慮して見るべきである 5 。

このような問題に関する綿密な実験と検討は今後の重要な課題となる。

VII ・ 呼吸量 と エネルギー代謝に 関する二三の 実検と考察

元来，魚類の呼吸に関する研究は，生理学の上で血液循環との関係において独自の分野を占め，またその応用

の面では池，水拮の収容能カの決定あるいは，活魚運搬の方法などの基礎的知見を提供する重要な問題である。

―方，いわゆる生産生態学の立場では，通常呼吸による酸素消費量をもって代謝量を推定する場合が多い。す

なわち，標準代謝量あ るいは運動代謝量を基にして，日常の生活ならぴに体生長に応ずる栄養の要求量を推定す

る事は，環境の生産方を評価する上で大きな課題となる。

木研究では，主として発育段階の移りに伴5代謝様式の変化を観察し，血液の性状と併せて魚の生活活性の消

長をうかがう目安とすると共に，また生息水域の生物生産の利用の仕方と，エネルギー代謝の係り台いの模様を

知る足がかりとして， この問題に触れた。

実際に名発育段階の中の重要な時期の代謝最を測定し，体生長に必要な餌の量の算定を試みた，

また，蛋白質の代謝の―つの日安として，アリモニアーN の排出量についても付随的実験上して行った。
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I・ 材料および方法

呼吸量測定の材料として，卵の時期から飼育した幼稚魚を飼育槽，実験地あるいほ実験水路から適時取揚げて

用いた。

特に当才魚の場合には，実験水路において天然餌料を摂取しているものを用いるように努めた。

海水生活をする魚の状態を人エ的に再現するためには，主として第・v 章で扱った海水適応実験のために海水

に移されて，安定状態に入ったスモルトならびにその後長期間飼育され，銀白相を良く保ってしかもかなり生長

した魚を用いた。

標準代謝呈測定のための容器としては，主にスチロ―ル製の角型小水梧 (内容積3・ 7f 弱 ， 21 ・ 0cmX13 ・ 0Cm

x13 ． 5cm) を用い，これに密閉できるようゴム板， プラスチック板およびガラス板を重ねてフタと・し ， 容器の

-ヒ 下に水の注排のため小口径の管を取り付け，フタほターンメックルによって圧着できるよう装置をした。この

容器以外に，小型の魚のためには約 l/ の 広口ビソのプラスチック製のフタに，用水の注排のための小菅を接着

して測定容器とした。

標準代謝量測定のためには，このような器内に魚を入れて冷却槽に浸潰し． 暗い状態で安静を保ち，充分に通

気した清水を―定量 て可及的に少量) 流した。通水量ほ水温と魚体重を考慮して決や，―般に毎分2山 cC-5 山

CC とした。なお特に大形の魚などの場合，次に記す運動代謝量測定のための用型容器に魚を入れ， 水を流動さ

 せずに呼吸量を測った。

運動代謝量測定のための容器として，角型のプヲ スチック容器(デシケーター， 30CmX 刀Cmx10cm) を改

造エ作して用い， 特に魚の出し入れのための口と，大量に水を注排させる口を別個に取付けたもの，および透明

パンライト管 (内径 5cm ，長さ 25cm) の両端にェソビ背のリケットを付けたものを準備し， 更に， 水の循環

のためにプヲスチ、y クのマグネットポンプ(l@ イシー製) と水量調節のためのパイプおよび水道用の流量計を装

着した導管(径路をバイバス とした) を用いた。

水中の溶存酸素量の定量はウィリクラー法，ならびに DO メーター(東芝べックマリ製) を用いる直接法に

よって行った。

更に，付随的に運動の状態におけるアンモニア態-N の測定を行った場合の容器とじて，人形ポリェチレン製

の タ ライに少し加工し ポソプと組合せて―種の環硫装箇を組立てた。アンモニア態-N の 定量は通常の蒸溜法

とネ、 スラー化比色法によつた。

2・ 桔果および考某

I) 当オ幼魚のエネル半―代謝

A ． 模準 代謝

年令 0。 の幼魚の標準代謝量について， 1974 年から1977 年に至る間に調べた結果を取りまとめて，三次元の

相関図としたものがFig ． 59 である。

すなわち，横軸に体重，縦軸に水温を示し 酸素消費量は立ち上りの棒の長さによって示した・。

この図では季節の表示をしていないが， 左下側に位置する体重 0・ 56g のものは最も早い4 月上旬のフライの

段階のもので，その後の5， 6， 7， 8 の各月から9 月中旬に至る魚についての測定をブロットした。

この中で比段的高い値，すなわち凹0Cc を越すものほ7月下旬，8 月上旬の魚に関するものである。 Kubo

(1975) がユーラップ川上流のサクラマス幼魚で襯察しているように， この時期は飼育条件の下でも，当才幼魚

の 摂食活動が最も活発であり，従ってその生長速度も年間で最も高い値を示す時であり，エネルギー代謝の度合

も持に高まっているものと見なされる。

ここでは比較的高温のITC を越すもののデータは， 17 。C のもの―例だけであるからあま ゲ強くは盲えない

が，全般的には体重に示される生長度および水温と f@@謝量との問に， 高い相関を考える事は難しいようである。
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Fig. 59 Fluctuations Of standard metabolism of 0+ year juveniles
in relation to body weight and water temperature

B ． 特殊功的作用(いわゆるSDA)

魚の興奮，特に摂食に伴って呼吸量はかなり増大する。通常食物が体内に吸収されるにあたって起る ，不可避

的エネルギーの消費を特殊動的作用(Specific Dinamic Action)通称 SDA と呼ぶ。―般に蛋白質の場合には， 
全代謝量の約30九と見られる値が SDA として現される。

サクラマス幼魚では， 摂食後5消化の終了には約24時間を要すする事が知られているので(IBP-PF，ユーラ

ップ川 研究グルーブ， 1973) ，今回の実験では， 給餌の直後に装置に入れて約3時間の後測定した呼吸量の値と，

別に装置に入れて24 時間を経過した後測定した呼吸量の値との差を調べて，これを暫定的なSDA の値とL・ だ。

なおその厳密な検討は別の機会にゆずる事とする。

実際に算出されたSDA の二三の例を示すと次のとおりである。  
SDA SDA/ 標準代謝量全代謝量量―標準代謝

(ん)    (cc/kg/h) (cc/kg/h) (cc/kg/h)

 Ih ・ 52415618074-9-6 parr

19 ・ 52110812975-6-2 smolt

t8.  T4758976-4-1 fry

15 ・ 5 586976-4-25 smolt

I7 ． 02112415578-9-14 parr  
すなわち，SDA の標準代謝量に対する割合は15-20 ガの辺にあるものと見なされる。この SDA ほ測定され

た代謝量から栄養の要求量を推算する場合に見かげの代謝量を修正する要素として重要なものである。

C ． 近功 代謝

当才幼魚が河川生活において行う遊泳行動を人為的に再現するため実験を行った。1978 年9 月 13 日― 14 日，

当才幼魚の主体をなす銀化" ― (平均体重8・ 5g) について10 。C で調べた標準代謝量は I%Cc/kg 山であった

が，更に9 月 15 日同群の魚 比尾を。ンライト製筒型の容器に入れ，上記と同じく水温 10 。C において毎秒60

Cm 内外の流速で水を環流させ，魚 にかなり強い遊泳運動をさせて呼吸量を測定した。その結果は130-140CC;

kg/h と言う値が示され，標準代謝畳よりも少しだけ高い値となっている。この事は末だ活動の盛期にある当才

魚のスタ ;ナの強さを示すようである。

2) 銀毛化の時期におけるエネルギー代謝

A ． 標準代謝
生活の第I年目の冬が終って水温の上昇が目立つようになると，当然幼魚の主 科の銀毛化が進む事はすでに述
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模様はF@g ． 60 に 鮮かに現れている。図 中のそれぞれ． の値は変化

 

範囲で表現した。

9。C と II 。 C の間でスモルトの代謝量がバーのそれよりも著し

り ，体重はとも角として体長の伸びが著しい事と関係があるであ 三

I1実際に自然の渓流にあっても，このような水温の状態では，スモ 主

13。C においてその様相が逆転する事はまた注日に値するが， 言@0o

ルト よりもむしろパーの方が摂食行動が活発となる事は良く認め 室

1 了

られる所であり，更に13 。C 以上の水温が昼夜を通して長時間続 S
 

了，，「r

TEMPERATURE    

 500-l 
Fig. 60 Relation Of standard metabolism

to water temperature fn fish

during the period Of smolt-meta  

morphosis; vertical bar shows
the range

ろう。

  
明白であるが． しかしその数値が当 才魚の時の代謝量よりやや低  

い傾向が見られる事は予想外である。

なお，スモルトを池中に留め，いわゆる青色光処理をしてその

銀白相を保持させた魚 について，10 月末，標準代謝量を調べた。

魚体は全長18-21cm のもの9尾を容器中に入れ，10 。C におい

て 測定した値はTahle 15 のとおりで，春季のそれに比べて著しく低下している。

Table I5 Standard and active metabolism Of smolts and

young salmon, tested at t0@C 
TOtal lengthAct. metabolism*Std. metabolismS血 ge OL phaS ヒ

(cm)(Ozcc/kg/h)(O ，cC仏g/h)and date  
IN FRESHWATER LIFE

I凹-13590 ―I00Smolts, May t0

18-2 上75@ 凹55Silvery**, Oct. 30

IN OCEAN LIFE***

叩―100
In-shore migrating
smolts May 23

22-27170-18080YOung salmon
"Kuchiguro" Sept. 25   
* Vel0City ． 乱□70 。m/Sec

午 * SmoltS COn6ned ln pond

*** ATt@6c@aHy reared ln SeawateL

B ． 運動代謝

これも" ―の場合と同様に，実験例数が少いが，その結果を示すと次のとおりである。 すなわち，前述した角

理容器にかなり多数のスモルトを収容し ，水温 in 。c において，毎秒50-7f)( 、m の 流速で水を流して運動時の

代謝呈を測定した。その数値はTable 15 の右上のとおり， 19.o-13R(c.(c.と言う数値であり，標準代謝量と比べ

てそれ程高い値ではない。

更に秋遅くまでスモルトとしての銀白相を保つ魚 について10 月下旬，標準代謝量測定と同時に測った運動代

謝量も Tabe 15 に示すとおりである。 標準代謝量に比べて約I・ 5借の数値となる。
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め 海洋生活期のエネルギー代謝

実際には観察できない沿岸あるいは，沖合の生活時のエネルギー代謝の模様をやはり人エ的な装置により調べ

た。この場台，半ば循環濾過の装置を用いながらも，相当量の新しい海水を連続して注加，補充した。

Table 15 の上方に見られるように5 月下旬の降海後間もない時期にある魚の標準代謝量は， 銀毛化の末期の

魚 とほとんど同―の数値を示している。

更にこれらを継続して海水中で飼育し，9 月下旬に初期の口 黒の状態に到達した銀白相の魚 (全長22-27cm)
について調べた標準代謝量はかなり低い値となっている。それに対して，運動代謝量は2倍以上のかなり大きな

数値を示L ている。漁業者の観察，知見によると口黒の段階に入った魚 は海流にうまく乗って走るようであり，

また深滝 (1%7) が漂識放流によって春マスの回遊移動を調べた結果として， I 日 10 ・ 9 マイルおよびu ・ 3 マイ

ルの平均値を得ており，これは毎秒20cm および25cm の速度となる。その頃の日本海を北上する暖流の流速

は，沖合の主錨で上 ノヅト近いものであるが，―般にはもっと遅く 0・ 2-0 ・ ? ノ，ト程度と見られる (海上保安

庁， 1966 年度資料)。

この流れは毎秒10-35cm と 換算されるから， 春マスは積極的に走ると言うよりは，むしろ海流に乗って移

動するか，あるいは押し流されているようにも推測される。

今回の運動代謝に関する実験の場合は，外部より観察しても流速60cm/sec内外の流れは全長 乃fcm 内外の

魚に対してはかなり無理を強いたようで，実験条件としてはやや不自然の感があり，今後の追試，再検討が必要

である。

4) ? ンモ二7 態窒素の排出甘

生長の盛期にある当才 幼魚のア リモニア熊―N の排出量について， R 月から9 月にかけて数回測定した。

静止状態のものは標準代謝量の測定の時に同時に採水し，また運動状態のものは簡単な環流装置に魚をかなり

多数入れ，20cm/sec 内外の流速で水を動かして魚 に抗流運動をさせ，これから―定呈を採水した。

こうして測定したァ V モニア態-N の量は次のとおりとなる。

静止時: 1． 7-2.7mg/kg/h

運動時: 1.7-3.5me/kK/h

―般にはこのように排出される窒素は，平常の生活において不可避的に分解排出される蛋白質の最終生産物を

現すもので，いわゆる内生窒素である。 厳密にはこの他にもかなりの量の揮発性． 非蛋白性-N およびアルプ，

ソ態-N が出ているはずだから， この測定値から直ちに栄養源としての蛋白質の要求量を推算する事は難しい。

しかし，この二つの数値はこの程度の流速に対応する遊泳行動，恐らく自然の河川のあまり流れの強くないフ

チ の中の生活では， 当才幼魚のエネルギーの消耗は静止時とほとんど変らない事を示すものであり，先に述べた

9 月中句の幼魚の標準代謝量と運動代謝量の間にほとんど差のない事を例証するようである。

5) 栄笠の要求甘の推某

測定されたエネルギー代謝量に基いて，平常の生活のための最少限の栄養ならびに生長，増肉のために必要な

栄養の要求量の推定を行った。

A ． 河川生活期の当オ幼魚について

呼吸量をもって示される，r ネルギー代謝重量は， 魚 体の生長増肉にも深い係り合いを有する。すなわち魚の正

常の発育のためには， 日常生活のための最少限の代謝エネルギーを作り出す栄養と ， 体生長に必要な栄養の和が

要求される事になる。Fig.58 から判るように， 当才幼魚の生長盛期の標準代謝量は刀0cc/ke/h を越すように

見られるが，―般には 150@-170cc/kg/h の場合が主体である。

しかも前述のように，河川生活の盛期には相当の流速の場所においても，運動代謝呈が標準代謝量とほとんど

同じ値を示す。 従って，これらの平均的な数値160cc/kg/hを生長盛期の相当量の運動も伴う日常の代謝量と見

なした。

今この数値160cc/ke/h に SDA を考慮して2凹cc/kg/hを基礎とし，これとュスリカ，かげろう煩の 湿重

量あ たりのヵp リー値を少な目に見た0． 64kcal/e の値 (Cummins と Wuycheck, 1971) ，更に蛋白質の酸化
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の時の酸素If の発生熱量-4 ・ 5kcal と言う三つの数字を基にして，生長を考えない状態のI 日の最少限の餌の

要求量を求めると次式のようになる。

200cc/kg/h->0.9kcal/kg/h->00.216kcal/I0g/d->0.34R/Iog/d
(ただし，ここで餌の消化率はI とする)

なお，河川上流における当才幼魚の生長盛期にあっては，10e 前後の魚ではI 日当り，0・ Ig の 増重が見られ

る (JIBP-PF ，ユーラハブ川 研究グループ， 1973) 。 これと上記の0・ 34a の数値，ならびに消化率 (O ． ? と仮定)

を基としてI 日の 摂餌量(F) を試算すると次のようになる。  

0.34g+00・ 7 .@/log/dF=

=0 ． 63g/10g 旧

また増内係数WP) を考えると

F-0.63g/0. ェ g

=6.   

となる。これらの数値は河川上流域のサクラマス幼魚の発育と生物生産の関係を考えるため，立た養魚池におけ

る給餌量の決定のため重要である。 しかしユーラップ川上流における観察の結果では，実際にフチに入る流下昆

虫の量とサクラマス幼魚の餌の利用の割合から計算した増内係数は平均4・ 5 となっており，それと比べてかなり

高いこの6・ 3 と言う数値は餌め利用効率の劣る事を示している。人工的環境下の摂食の条件が自然のそれよりも

不良であるかどうか直ちに決定し難いもので，特にこの試算には多くの仮定(たとえば消化率) を含んでおり，

今後の検討が必要である。

B ． 海洋生活期の魚について

河川生活時の" ―の場台と同じ方法で，生長に必要な餌料の数量の推算を試みた。

前述のとおり自然の回遊を考える場合の代謝量としては，本来運動代謝量を考うべきであろうが，実技的に求

めた数値にはなお棟討を要すべきものが含まれるので，ここでは取りあえず Tabe15 に示した5 月下旬ならび

9 月下旬の標準代謝量を基礎として試算しよう。

それぞれのモード95cc および 75cc に SDA 20九を加算すると，それぞれH4cc およ・び 90cc となる。

サクラマスの海洋生活期の主要餌料は，イカナゴを代表とする小魚とオキア;を主とする甲殻類であるが (北

水試・此木研，1956) ，西山 (1977) によるとイカナゴのヵロリー値は約 I・ 97kcal/e である。 また，蛋白質の

酸化の時の酸素l/ の 発生熱量は4・ 5kcal (脂肪の場合もほぼ同値) である。

今 ，イカナゴが主な餌料であり，その消化利用率がIであると仮定し上記の 数字を基礎として生長，増肉を

考えないI 日の最少限の餌の所要量を推算すると次のようになる。

5 月下旬の場合: H4cc/kg/hP0.513kcal/kg/h->0.26g/kg/h->6.24g/kg/d

9 月下旬の場合: 90cc/ke/h->0 ・ 仙5kcal/kg/h->0.21g/kg/h-> 4.9g/kg/d

降悔したスモルトの初冬に至る約半年間の体生長はかなり急速であり， 5月末からU 月末までのI別日間の生

長は，―般に体長で約20cm ，体重で約760e の増加をする。この数値からI 日平均4・ 2g の 増重が考えられ

るが・ 恐らくf 月から9 月にかかる最盛期にはこれを上回る生長があるに連いない。

今，毎日の増重 4・ 2g と上記の6・ 刈 g ならびに 4・ 9g および消化率 (仮に0． ? として) を基礎としてI 日

の 摂度量@F) を計算すると

/kg/d9 月下旬の場台  F 二生9 三号戸二上H B

二 13 ． 0g/kg 旧二 14 ・ 9g/kg 旧 5月下旬の場合:F 二

また増内係数(R) を考えると

5月下旬の場合  R二鵠  二 3． 6

となる。これらの増内係数は河川生活時の生長盛期の" ―のそれよりも著しく低い値で，この事は餌料の利用効
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率が高い事を示すが，実際の海洋生活期のI 日当りの増重量は，礫識放流魚の再捕時のデータから判断してもっ

と大きいものであるから，少くとも 9 月の場合，3以下の数値となるものと考えられる。これらF, および尺の

値は恐らく生長期の全体にも通ずるものと見なされ，細部については今後更に吟味すべき余地を残しているが，

当面，サクラマスの生産量と餌料生物の資源量との関係を考察する上で重要なものとなるであろう。

VIII ． 総 合 考 察

部分的考察はすでに各章において行ったが，ここで更に全般に通ずる問題の―二を論じなければならない。

方法上の諸問題

木研究において観察の対象としたデータは長年月にわたり，北海道各地より得た材料に基く 資料をプールして

再配列して観察し，検討した場合が多い。―個所で―時に入手できる材料の数に限度があるために，上trを得ず

行ったものであり，厳密な意味では正確さを欠く事になるが，逆な見方をすれば普遍的，平均的な値を現してい

るものと見なす事もできる。

しかし，同 ―の場所であっても年次による変異がある事は避けられないもので，特に実験的な観察を行った池

牛飼育の魚の場合では人為的な要素が加わるため，その可能性が高い。そのため，血液の性状，行動の両面共に

自然の河川と試験地あるいは実験水路の両者を用いたが， 目 然の河川ではもち論，健康な魚を供試，観察できる

事は，すでに述べたとおり，血液の量における明確な差異を見ても明かである。 しかし，反面において同―の 群

を観察し得ないうらみがある。 従って， 互の長短を補うべき意味から河川の材料と，人工的飼育に由来する魚の

両方を併せて用いた。

また，人形の軋 特に例えば沖合の漁船上での血液の採取にあたり，止むなく必要以とに魚を苦しめた場合，

その血液全体として著しく浪締した状態になった事が実見され，そのような数値はあえてデータより外したが，

外的障害もしくは環境要因によって起る血液性状や，行動習性あるいは形態色彩の変化変異は別個の見地より検

討し，また，積極的に研究の対象として価値あるものである。 既述の青色光処理の問題も正にそのような意味を

有するものである。

銀毛化変態の速度に及ぼす生態学的要因

先に環境と銀毛化の速度と血液性状の関係について，ユーラップ川上流の中期スモルトを例として論じたが

(第 TV 章の考察)，ここで改めて後段階の相 分化に由米する，生態学的要因に絡む銀毛化の速度の問題を考察し

 
同 ―河川内で秋に至って，中 下流域(本流) の 銀化" ― を主とする当才 魚群と上流域(支流) に居付く黄化"

―の群の_ 者が併存する事は，翌春降下するスモルトに少くとも二つの群がある事を暗示する。換言すれば，早

期降悔群と後期降梅群とがある事が推測される。

実際に北侮道南部で，八雲のユーラッブ川以外の各地でも5 月上旬―中旬に降 海するスモルトの他に，5 月下

旬から6 月上旬@こ わたって降下移動するスモルトの魚群の相当数が遊漁者によって釣獲さh ・ る事実が知られてい

る。

函館郊外の汐泊川の例をあげると，筆者自身の連年の釣と水中鏡による観察の結果から判断して， 4 月「旬-

5 月上旬にすでに完全に銀白化したやや大形の後期スモルトが相当数，中 下流域を下手に向って活発に移動し，

小魚群が次々 と h 手から流れ下る様子が確認できる，反面，5 月末頃になって体形が逆にやや小形で，しかも雑

魚が割合に多く含まれるスモルトが，疑似スモ/b ト と混って下流域で多く 釣獲されるようになる。

ちょうど．この時期に標識放流したスモルトがI ， 2 日中に悔に出る事が確認されるゆえ，これら遅い魚群も

大部分は当然降海するものと推測されるが，しかし，下流域で標識放流したスモルトの―部が6 月に入って逆に

そ上し，中流域で再捕されている率実から判断すると，遅い季節のスモルトの―部は，外部の環境条件の不適

(例えば河口域，沿岸部の水温の上昇)，あるいは体内の生理条件の変化で―種の 「 戻り」が起って， 降悔せずに

残留するもクi も あ ろう。

このような後期変態群は，もしかすると秋冬の上流，支流'の 黄化" ―の群あ るいは冬季間 活動的でない， L・ 、わ
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ゆる越冬生活型の．魚群と結び付く可能性が大きい。  このような見地に立って，相分化の後から銀モ化の時

期にわたる生活型の分化の模様を示L，て見ると右記の― 覧表のようになる。

 

銀イヒ /@ ―

 
銀毛化変態降海と時期の地理的変異

 光その他の地理的条件とスモルトの出現の割合との関 ――       

 

  

 
係 @ごつしては，かって筆者 (久保，1954; 1956) が触れ，

前期スモルト 前期スモ ルト‥…ナ 疑似スモ ルト
外的条件が直接もしくは間接にく主として体生長の良否

中期 ス七 ルト 中期スモルト 進行型スモ ル @を介して) スモルトの出現の割合を変化させる事を示し
   

後期スモルト 後期スモ ルト            だ。更に水温の相対的に高い事が，ギリケ 化変態を早め

る事についても明かにした(久保，1965) 。

(早期 降海群 @ (後期陸海 群 )これらの問題は瓜い意味で，緯度の差異と関連の深い

日照 過期の影響の問題として取扱われるべきものである。

サケマス類が元来，短日動物であるために，秋冬にかけて成熟に向い，しかも北方程早く成熟が進む卒は周知

の事実で，いわゆる電照処理による成熟延期などが事業化されている。―方，変態の速度と緯度との関係は ，

FOntaine (1954) が軽く示唆しているが， 日本のサケマス頽に関してはこの問題の例証は無い。しかし，根室方

面の河川に後期スモルトが多く出現するのは6 月上旬から中旬である。 その事についてはすでに久保 (1955) は

血液の性状との関連において述べ，また実際に北海道漁業調整規則でも， ギリケヤマべの降海時期の差異の実態

にかんがみ，採捕禁止の期間を北海道の南部および中央部で4 ， 5 月の2 ヵ月とするに対し東部および 北部で

は5 ， 6 月として． 1 ヵ月のズレを与えている。実際に筆者および出 代 (米発表) の調査によれば，根室近郊の

小河川におけるサクラマス幼魚の銀毛化変態の盛期は，北海道南部より少くとも30 日川止も遅れているもよう

である。

北海道北部地方(大塩，宗谷方面) の場合はとも角として，東部地力(根室，釧路方面D における遅い銭毛化

変態の要因として高緯度と言う条件よりもむしろ，沿岸を流れる親潮 (寒流) に影習される独特の冷涼な気候と

濃い霧による連続的な弱い日照条件が重要なものとして考恵せらるべきであろう。

また，先に述べた通り，緯度差において函館汐泊川から僅 かあ 分 (南北の距離にして50km) 北に位置する八

衷 ，ユーラヅプ 川水系では，その上流の場合には銀毛化変態が10 日以との遅れが認坊られる。しかしこのよう

な差異も，既述の生態学的の要因と共に単に緯度に関係ある日照

過期の差のみならず， 筒 雪の量，雪解けの時期の差とも関係があ

りそうである。

逝に山陰方面の河川では，現地(香住， 城崎方面) の的人の話

によれば，3 月中にすでにギンケヤマべの姿は消えるようで， ま

た突際に筆者が，敦賀魚市場において4 月 7 日に観察した沿岸の

降侮後のスモルトは，魚 体の大きさやウロコの輸条の形フ 成の模様

から見ると，それらは3 月半ばよりも早い時期に降悔したものと

推定される。すなわち，m ・ 0cm から % ・ 5cm に及ぶ全長は，

後期スモルトの通常の魚 体の大きさよりもはるかに大きく，また

ウ p コの発達の状態(Fig ・ 61) は，久保 (1966) の親文中に示さ

 れた所の降海後沿岸を回遊している，かなワ 人形のスモルトのウ

アア

    19.2cm    28 ・Br 巾

ココに匹敵するものである。

May 25,1957Apr. ?,1965筆者 (末発表) が連年実施しているサクラマスのスモルトの河
Ha 卜 dateTsu 山 Ca

口域からの標識放流の結果得られた知見として，函館より伊達に
Fig. 6I COmparison between scale pat-

tern Of the inshore migrating至る魚の移動12 日間の体の生長量は約 5mm である。 これより

smolts from the two districts 0f―つの逆算を試みるならば次のような推定が成り立つ。

HOkkaido and HOnshuすなわち，敦賀の沿岸でとれたサクラマス幼魚の平均体長(全
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長) は23cm で，本州の―般の降海時のスモルトの体長平均16cm (前掲 Fie ． ?) との差が，約7mm である

とすればこれらの魚 は約30 日前， 更にあえて推測するならば彼等は， 山陰や九州E 及ぶ地域の河川から海に入

づたものではないかと想定される。

このような想定は，本州西南部のサクラマス幼魚の銀主化変態と降海時期が，北海道のそれよりもかなり早い

ものであると言う間接的な例証とたりそうである。

系統群の問題

そ何回遊性のサクラマスでも，地域による系統群の差異のある可能性の強い事は他魚 種の場合と同様で， 体の

諸形質あるいは体の大きさの差異は単に，環境条件に由来するもののみでは律し切れないものも多い。木研究で

触れた後期スモルトの全長の地域差(Fig7) の問題あるいは，血清の電気泳動像に見られる杉の子の系統群の特

異性 (久保，1977) ， 更には．函館周辺および青森県老部川の秋そ河型のサクラマス(いわゆる秋7? ス ) の 遺伝

的独立性の有無等は，今後多方面からの吟味検討の必要ある課題であり，本州各地から台湾六甲渓にまで分布の

及ぶいわゆる，陸封型のヤマメ理系統群の地域性も当然今後の研究の対象として重要な課題となるである 5 。

幼魚の銀老化変態および降海時期に地理的変異をもたらす各種の環境要因は，本州西南部の本来のそ河回遊性

の サクラマスの降侮時期の変異の原因となるのみならず，また，サクラマス と言う魚種の中の異った生活型の色

々のストレイソの派生に対しても何等かの影轡を与えるかも知れない。すなわち，緯度の差に起因する日照 週期，

水温，降雪および融雪の時期，積雪量ならびに水生昆虫を主とする餌生物の生活状態などの差異が，各地方群の

世代の繰返しの過程で，長年月にわたって作用する場合，それぞれの地域に特有のストレイソが生ずる可能性が

大きい。

特に，成熟年令が若く，銀毛化の時期が早く， しかもスモルトの出現の割令の著しく小さい，いわゆる陸封型

のヤマメの系統群が本州の各地の河川上流に現実に存在する事，例えば木村等 (I969)の研究によれば，九州―

円にも分布する事は興味ある事である。

このヤマメのストレイソは往々 にして，その形態色彩が本来のサクラマスのそれとはやや異ったものである事

があり，実際に久保・小坂 (未発表) の観察した所では，多摩川水系のヤマメの種卵を北海道に運んで，北海道

在来のサクラマス幼魚と比較飼育して見ると，ヤマメの体側の小斑点は著しく数が多い事が注目された。なお，

スモルトの出現は原産地 (東京都水産試験場奥多摩分場) において明かに少いが，北海道に移殖飼育されたもの

においても著しく少かった (10乃以下)。 しかしこの スモルトの出現率はその後， 世代を反復して飼育した場

合に，どのようになるかは今後の検討を要する課題である。

すでに周知の事であるが，ヤマメ型のストレイソの例として，青森県大畑川のいわゆる「杉の子」がある。 す

なわち，その分布が不連続であるため，その生成の要因に関しては，単に前述した緯度の高低に係る地理的要因

のみでは解釈の難しい肋がある。

久保 (1970, 1977) および小坂(不発表) の調べた所では， 大畑川では，中下流域にはサクラマス系のヤマべ

が分布生息、しているにもかかわらずナ 上流の俺から上手には見かけ上からも下手のヤマべと異なる特殊のヤマメ

型の系統群が分布する。

その外観上の呼色としてその休色は，下流域のヤマべと比べて僅かながら青緑色を帯びており，またパーマー

クの形状は・ 比葮的人形で，上縁部の輪郭が不明確な個体の割台が著しく多い。

更に重要な事上して，血清を電気泳動して蛋白質の特性を観察すると，現地において採取した血清の材料にお

いてはもち論，北海道に移してサダラマス幼魚、 と対照飼育した「杉の子」の血清においても，サクラマス 幼魚、

(ヤマべ) とそれとは明かに異る特徴が認められる。

なお，成熟の年令がヤマべよりもT年若いのが普通であり，自然状態，飼育された状態のどちらでも他は年令

ドの 秋に成熟する。

なお，自然の状態ではまだ明かでないが， 池中飼育された「杉の子」では良く銀毛化が進み，かなりの割合の

スモルトが出現する(30% ガ以上)。 この点はヤマメ型の場合と果るようで，むしろヤマべ的である。

降海時期の幼魚の 環境に対する生理学的ならびに生態学的反応

―般にサケマス類の幼魚がスモルトとなり，その生理学的条件がその後の海洋生活に，事前に適応するよ@5に

なる経過については，かなり多くの研究が行われている捌えばFOntaine, t954; 内田，1973)1。 また，各種の
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太平洋サケ頬の幼魚がフライの末期において，あるいはパーからスモルトへの変態の終末の段階において，河川

を降って海に出る時の外的環境要因に対する魚体の反応，特に遊泳行動についてHOar (1953, 1954) は，サケ

マス類の幼魚の降下移動に関する諸要因の中で，最終的な引金となる要素として，光および水流が特に重要なも

のであると考え，それらに対する魚の反応としての走光性(phototaxis)，および抗流性(rheotaxis) の微妙な変

化について考察を試み，またKeenleyside と HOar (1954)は抗流性について―つの実験を行っており，更に

HOar (1958) はこれらの問題を系統進化の問題と結び付げて論じているが，しかもなお，生理，生態の両面を結

び付けた見方において研究の余地が残されている。

筆者は士記の問題に関しては， これまでほとんど触れられていなかった，サクラマスの変態の末期の魚 につい

て試みた実験と観察の結果に基いて，二三の考察を行いたい。

休色が著しく銀白化し， 特に背ビレ頂端と尾ビレ末部の黒化の顕著な後期のスモルトの様相を示す魚であれば

正常の時期を失して，夏秋に至りしかも人為的にかなり無理な海水への移し入れをしても，ほとんど支障が無い

と言う前述の実験結果から判断すると，自然生活のスモ/L@トの 場合には塩分濃度において，かなり緩い勾配の河

口域を経て侮に出る事は極めて容易であろうと考えられる。

実際に筆者が，ここ数年連続して行っているサクラマスのスモルトの下流域での標識放流試験の結果として，

魚が多少と十干満の動きのある水域に放された場合，通常，―昼夜前後で沿岸水域に出ると言う事実 (久保，未

発表) がわかったが，これから推定すると， 魚は河口域の塩分の勾配に対しては徐々 に順応しながらも，―方，

また積極的な「塩分選好」を行いつつ，より塩分濃度の高い水域を求めると言う事も考えられる。

HOuston (1957) はサケ，カラフトマスの稚魚およびギンザケのスモルトの， 強い塩分勾配に対する反応につ

いて調べた実験結果から，淡水，海水の混合した場所において，当初はうすい海水を求めるが，短時間の後に濃

厚悔水を求めて，積極的にそれに移行すると言うことを確認しこのような 慾求が彼等の降海のきっかけとなる

要素であると見なしている。

ギリザケと生活様式の酷似するサクラマスのスモルトにあ づ ても，そのような機構の存在することは当然考え

て良いである 5 。

また，後期スモルトの血液の性状の―つの特徴である，かなり高い水分量とやや少い傾向の血清カルシウム含量

から推定される所の，外界よりの「水の浸透」を防ぐ為に，カルシウム含量の少い淡水に比べて，それの含量の

かなり高い海水に対する生理的欲求のために，本能的に海水中への移動が起るものかも知れない。

ギリケ化変態の末期におけるサケマス幼魚や，ウナギ成魚の体内の塩分の低減とそれに起因する塩分欲求が，

彼等の海に入る要因であると言う考え方(FOntaineandFage ， 195 ェ ;CallamandandFontaine ， 1940; FOntaine

and Callamand ， 1941) もあり，サクラマスの後期スモルトの血液において，認められる塩分含量の低減の傾向

もそのような機構に結び付くかも知れない。しかし，これらの生理学的現象を確認する為にはなお―層深い実験

的研究が必要である。

また―ガ，生態学的立場から見たスモルトの降下と， 降海の要因と過程についても触れなければならない。

すでに述べた通り，自然の小渓流に似せて作った実験水路において，変態の進行に伴うスモルトの血液の性状

の変動の模様についても，実験的観察(m 門通過記録装置を用いた所の) を行った結果(久保，未発表) による

と変態の後期，すなわち5 月中，下旬には―般に夜明け方，時としては小林 (1958)のサケ稚魚についての観察

の結果と同様日没後，数時間に多くの個体が関門を通過して水路を流れ下るが，その後活動性の著しく高まった

時期においては，日中においても水路を流れ下る行動がらかがわれた。この場合の魚の行動は， 水の流れに乗0

て頭部を水の下手に向けて通泳、 し関門の仕切網に接近すると，体を反転して水流の緩い部分を泳いで上り， 再び

流れに乗って下手に降ると言う ，―種の旋回運動を反復するのが見られた。ギンケ化変態がクライマックスの状

態に到達し，その降下の欲求がより―層激しくなると群をなして仕切網に殺到し，吻端や体側をすりつげるよう

な行動を示す。その衝動的な姿は決して，淡水生活時期を通じて保有するはずの本来の抗流性(rheotaxis) の度

合が薄れた程度のものでなく， 遊泳型において逆に「負」の抗流性(negative rheotaxis) の状態に変化したもの

と見なさざるを得ない。

実験水路では，このような行動ほ必ずしも永く継続しないが，この時の血液め 浸透圧濃度は実際の例として前

掲 Fig ． u のとおり，1971 年5月下旬および1973 年6 月上旬の浸透圧の消長 (図 中の矢印) が示すように， 際

7g>
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立った低下の状態になり，―方，同じ時期，場所C 血液の比重ならびに水分の消長を示す Fig ・ 29 で分るよう

に，変態の末期には血液の比重値の増大と水分の減少とが認められる。このよらな―見矛盾した血液の性状の変

血中蛋白質の増大 (Fig. 31) に起因する―種の浪他は，無機塩その他の溶解成分の減少の現れであると同時に，

縮の結果と見なされるが，このような血液の性状の変動と極めて，積極的なスモルトの降下行動とは何等かの形

で結び付くものであろう  

かような積極的な降下型の泳遊行動は，往々にしで， 自然の河川においても見る事が出来る。1955 年@-f@月上

旬，筆者が標津川中流の流速のかなり緩い平瀬の部分に作られた所の， さけますふ化場のウライ1l を仕切99>た

捕獲装置) の桁の上から観察すると，かなりの数からなるスモルトの群が上手より頭を下に向けて，水流よりも

早い速度で泳ぎ下って来る様子が明かに認められた。彼等は人影を見て反転して泳ぎ上ったが，時間を置いてま

た降下すると言5有様であった。なお，外観上からも完全に銀白した所のこれらの魚を採捕して調べた血液の氷

点降下度，および塩分含量は著しく低いものであった (久保，1955) 。

また， 魚種は異なるが，19凹年6 月尺 25 日， 洞爺湖，東側にある北電の発電所用水の取入口にれは 事実上，

湖水の排出河川に相当する) の周辺に集まったヒメ マスのスモルトの大群は，やはり頭部を水流の下手に向けて

鉄柵に接近し，あえてこれを通過しようとする姿が見受けられた。

HOar(1953 年)が，サケマスの降下移動の重要な要因として，ギンケ化変態に伴う抗流性の転換の問題につい

て取り。げており，また， Keenleyside と HOar (1954) がサケ，べ二ザケおよびギンザケの三魚種について，

それらの抗流性を実験的に調べているが，ギリザケのスモルトの場合，低温の時にはかなり強く見られた本来の

「 正」の抗流性は， 季節が進んで高水温の状態になると， 抗流性において積極的な「負 」の反応を示し，水流よ

りも速く 泳ぐと言う事を発見した。しかもこのような行動は正常の降海の時期以後(8 月 ) にも認められたと言

う L

前述のサクラマスのスモ ルトにおげる「負 」の抗流性は，人為的に淡水に留め置かれた場合，正常の後期スモ

ルトの時期以後，次第に弱まり，また元の「正」の抗流性を示すに至る。この事はすでに久保(1974)が報告し，

また，本文においても詳細に触れたギソケ化変態の逆行，いわゆる戻りの現象とも深い関係がある。

なお，サクラマスのスモルトの抗流性に関連してもう―つの問題が存在する。すなわち魚の「負 」の抗流性が

直ちに彼等の降下移動に結び付く為の外的条件の重要な―つとして，ある限度以上の流速が必要のようであり，

極端に流速の小さい場台には降下行動が停止する可能性がある。 この事は，飼育池の大きさの割合に注排する水

の量の少い場合に普通に見られる現象である (久保，未発表)。 更に，この場合に適正な水温の条件の如何も重

要な素因となわう。

淡水残留型 (いわゆる陸封型) サクラマスの資源ができる要因の―つとしても，当然上記の事が考慮せらるべ

きであり， 洞爺湖，十和田湖， 幌加内湖， 糠平湖，金山湖その他各地の，排水部を有する人エ湖において湖沼型

のサクラマスがでぎている原因の大きなものは，スモルトの降下停止と言う現象に由来するものと見なされる。

しかし，いわゆる「陸封」の問題は，この他に成熟の速度や変態の戻りの現象が複雑に介在するので，別個に詳

しく 論ぜられなげればならない。

このように，サクラマスのみならず各種のサケマスの幼魚に見られる降侮時期の「負」の抗流性 (積極的な降

下行動とも見なされる) は， 彼等を河川から海に運び出す重要な要因の―つと考うべきものであろう。

HOuston (T957)は，河口域における水の流れほ 極めて緩徐であるから，スモルトがこれに反応して行動する

事はほとんど有り得ないだろうと考え，むしろ@塩分選好」と言う生理的のオ揚を他の条件よりも垂要な降海移

動の引金的要因と考えている。

しかしながら， 少くとも日本の河川の場合には，サケマス幼魚の降海の時期は雪解け水の影響により，年間で

最も水量が多いと言う事から，魚 に対して水流が反応を与えるには充分であり，更にまた，河口城で潮汐による

水位の上り下りがある場合，たとえ河川水の流れが緩い場台でも， I 日の内のある特定の時間には，干満の差が

わずかであってもかなり強い水流を起す事になり，従って， 流れに敏感となったサクラマスの後期スモルトが，

この流れに乗って河口域から悔に泳ぎ出ると言う可能性はかなり高いものであろう。実際に筆者が行った試験の

結果 (久保，未発表) をあげよう。

1975 年5 月 刀 日正午に，北海道南部の厚沢部川の下流域(多少潮汐の影響のある場所) に標識して放された
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Fig. 62 Diagram showing some effects 0f environmental factors and respective

and adaptive reactions Of fish during the period from the beginning of
smolt-metamorphosis uP to seaward migration

31)0尾のスモルトの中の2尾は，翌朝川口より約 Skm 北方に移動して流網にかかっている。この間の潮汐の勾

配はかなり急、であり，それによって起る河口域の強い潮汐流と，河川水自体の流れが予想外に早い魚の際海移動

の要因となったものと推測される。

すなわち，彼等の降下移動を誘導すると見なされる色々 な外的条件の中で， 特に後の段階においては，環境水

の流動とそれ仁 対する魚、自体の積極的な反応の絡み合いの問題を重要視すべきであろう。

なお，これまで述べ来ったサクラマスのスモルトの変態の進行に伴う， 魚の行動習性の変化と水の流れを主と

する外的環境との相互関係を， 半ば推定を加えながら模式的に表現したものがFig. 62 である。

すなわち，春夏の幼魚" よび秋―冬の間の銀化" ― で原則的に見られる「止」の抗流性は，春先の前期スモル

トの場合にもほば同じように認められるが，変態が進んで中期スモル，の段階に入ると，その抗肺性は目立って

弱まり，流れに対して受動的，消極的になる。次いで「負」の抗流性は次第に菟まって積極的な降下移動とな

り，海水の混合する河口城に到達する事になる。この間，若し途中に極端に流速の緩い場所があれば，下手への

移動行勅が鈍る可能性が生まれる市は前記の通りである。 その他に天然もしくは，人工的な要因によって行動を

阻舌されるような場合，また光の条件を主とする環境要因がギソケ化変態の進行を鈍らせ，あるいは停止させる

ような場台には，外観上の銀白化が逆転退行すると共に降下行動が停滞し，あるいは，水質汚染の也 った水域を

通過でぎないための降海の中断も起り得よう。

半鯨水域では適正な塩分を欲求選択し， 塩すおよび水温の勾配ならびに明暗の変化に反応し，さらに河川水の

流れに干潮の動ぎの加わった水流と共に悔に出るものであろう，このような動きは特に，干満の差の大きい太平

洋側の沿岸の河口域で起り得る事であり，しかも前に述べた早期降悔群では，雪どけ水の増水と干潮の相乗した

流れに莱る可能性が高い。

そこでしばらくの間 ，沿岸を回遊する内に次第に沖合の海流 (恐らく暖流系) に押し流され，あるいは巻き込

まれて北方に向う回遊移動を始めるであろうと推測される。恐らくこの場合にも，標識放流試験におげる再捕地

点，移動距離および日数から計算して見ても，魚の移動遊泳は海流の速度よりも早いのではないかと考えられ

る ，また時としてぼ，南下反流に乗って―時期反対の方向に移動する事もあるらしい。
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IX ． 要約と結論

サクヲマスは北部日本において沿岸，近海の重要な漁業対象種であり，また太平洋サケ頬の中では特異な生活

様式を有するもので，生物学的にも興味ある多くの課題を提供するものである。   

木研究において，生活史を通じて各発育段階の区分ならぴに定義を行い，それぞれの生態学的特性の変化につ

いて触れ， 更に生理学的特性として重要な血液の色々な性状を各段階について分析，測定した，

本来のそ何回遊性のサクヲマスは稚魚、として，早春川床より浮上して上流域で生長を統け，9 月半ば頃全長

7-12cm にまで生長しその 頃からいわゆる相分化が明瞭となり，外見上からも若年成熟雑魚，銀化" ―およ

びそれの亜型と見なされる黄化パーおよび中小形バーの色々の様相の異ったものに分れる。通常の場合，銀化パ

―の組成が最も大きく同―年組群の主体をなす。

銀化パーはその後も順調に生長し，越冬後目立って生長発育を遂げ， 3-5 月にかげて錐毛化変態をしてスモ

ルトになり，北海道南部では5 月上- 中句に降悔する。

降海後のスモルトはサケめ稚魚の場令に比べると，かなり早目に沿岸を去り，その標識放流の結果からもわか

るとおり，海流に乗って北方，東方に移動するようである。 その後夏，秋の初めの間 ，魚の姿は全く見られな

い 。 9 月中頃から大きく生長した・いわゆる「口黒マス」が沿岸域に来遊するようになり， I ， 2 月には次の段

階の 「寒 マス」になり，漁況，漁期の移りから推定すると北海道ならびに東北地方沿岸を南下する傾向が見られ 
る。

春季，暖流の北上が強まると共に 「寒 マス」の段階は「春 マス」に移り，やはり海流と共に北上し，逐次接岸

し， 主として5 月末，6 月の初めに河川にそ上する。その後河川内で成熟が進み，通常9 月下旬-10 月上句に産

卵する。

サケマス頬は典型的な広塩分件の魚類であり，その血液の浸透圧濃度ならびに各種の性状，成分は恒常的であ

る事を原則とするが，実際の観察の結果では，季節の推移や生活型の分化E 伴ってその変動消長が認められる。

特に降海前の銀毛化変態の中期には浸透圧は―時上昇しまた塩分や 非蛋白-N 頽の含量も増える傾向を示すが，

変態の末期，降海の直前には低減の状態が目立っ。

銀毛化変態の後，完全なスモルトとなった魚を実験的に急に悔水に移しても何等支障は無く，血液の浸透圧も

―時 (約12 時間後) やや上昇し， 他の性状もかなり変化するが2昼夜に至らぬ問に， 元の淡水生活時のレべル

に回復する。

このような後期スモルト特有の銀白相と， 強い海水適応能の結び付きは極めて重要で，池中に留め置かれたま

まで鮮かな銀白相を保9-lものは，6 月 -9 月においても正常な季節と同様に海水適応が可能である。 しかし 』

―，疑似スモルト，若年成熟雑魚ならぴに初期のスモルトではこの適応が不充分である。

海洋生活期を通じてやはり，血液の浸透圧濃度の高まりはそれ程大きくない。特に人エ的飼育によって推測さ

れた夏季の魚 および「日黒マス」の血液は，淡水生活時期の幼魚のそれに近い低いレべルにある。

冬季の 「寒 マス」では血液はやや濃くなる傾向を示し， 更に 「春 マス」では―層浪縮化の状態に入る。

そ河前の成魚すなわち， 春マス後期の血液の―般的濃度め高まりは，塩分よりもむしろNー代謝の高まりに由

来する所が大きいように見なされる。

そ河後，下流，中流域の生活では，―時血液が濃くなる(特に比重において) 傾向を示すが，その後次第に低

下の傾向をたどり，産卵期の浸透圧，塩分その他の成分の含量の低減はかなり顕著である。

何等かの理由で降海の機を矢ったスモルトには，通常の環境では特有の銀白相が消失して元のバーの型になる，

いわゆる「戻り」の現象が起る 。 しかし青色光の処理専，安静を保つ事・のでぎる環境においては戻りを抑える事

がでぎる。

自然の状態にあづ ても，例えば本州南西部の場合，銀毛化の過程にある魚i@r対して何等かの外的条件が変態を

抑えて戻りを誘うようc 働き，それが低緯度による銀毛化の時期の変異と結び付いて，生活型を「陸封」のコー

スへ導く可能性もある。

各段階，各 相の魚の酸素消費量に基く エネルギー代謝昆を測定した。標準代謝量の季節的消長は， 上として木
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温の変化に由るものらしく，体の大ぎさとの相関は明かでない。春季のスモルトの標準代謝量は，パーのそれに

比べやや高い値を示す。

降海後のスモルトならぴに海水中で生長した秋の準成魚の標準代謝量には，淡水生活時とそれ程の差異は見ら

れない。

淡水生活時の標準代謝量と，運動代謝量の差は大きくない。

また，エネルギー代謝量と餌料のカロリー値，ならぴに実際の魚の単位時間当り増重量から，体生長のための

最少限の栄養の要求量の推算を試みた。

結論として，木研究の水産増殖に対する意義について述べると以下のとおりである。

元来，サクラマスは回遊の型において沿岸性，近海性であり，回帰，成熟の年令も比較的短かいものであり，

遠洋回遊型の他のサケマスに比べて，沿岸漁莱に取って価値高いものであるにもかかわらず， I年以上の河川生

活をする幼稚魚期の生活の実態が意外に詳らかでなく， そ河後の産卵までの時日の長い事が積極的な増殖，保護

の 施策を不充分にして来たが，木研究による諸知見はこれまでの百点を少しく開くものと考えられる。

秋の相公イヒ；、 ら ，スモルト としての降海に至る間の血液性状の変化に示される魚体内の生理的条件の研究は，

河川の中下流域がとかく環境の悪化によって，サケマス頬の幼稚魚の降下移動に障害の多い現状に立って見る

と，適正な時期と場所に健康な幼稚魚を降海させるためにも重要な知見を提供するものである。

更にまた，この段階におけるスモルトの海水適応の問題について詳細に実験し，検討した事ぽ上記の事項に―

居のヵを添えると共に，今後の課題である幼稚魚期から，スモルト末期に至る大量飼育ならびに沿岸水域におけ

る，育成管理の基礎としても意義あるものである。

スモルトからパーへの「戻り」の現象の究明とその抑止方法の研究は， 降悔前のスモルトの生理的な安静の保

持，環境要因に基く ストレスの緩和に有効な方策を与えると共に， 逆に 「戻り」の現象が時として自然の状態に

おいても起り得る事に関連して．サケマス類全般に往4 に見られるいわゆる「陸封」の現象の解明に有カ な手掛

りを提供するものである。

また， スモルトの標識放流試験の結果を有効に利用し，沿岸の漁況，海況を参考として想定された沿岸水域で

の発育と回遊の模様はサクラマスのみならず，沿岸- 沖合の各種サケマス類の回遊の研究に対してむ重要な 足

掛りを提供するであろう。

主として，呼吸量測定によづて 求められた幼稚魚ならびに準成魚の標準代謝量と運動代謝量の推定は，河川の

二次生産力ならぴに沖合沿岸の生産カの利用の問題に，―筋の光をあてるものである。

これらを要するに，木研究におけるサクラマスの生活史を通ずる各発育段階の重要な転機における魚体の生態

的，ならびに生理的条件と環境との係り合い，および回遊移動に関する諸知見はサクラマスのみならず，他のサ

ケ マス頬にも相通ずる今後の多くの課題と，それらの解決への暗示を生み出すものである。  

さらに． これまでそれ程明確でなかったサクラマ子の発育段階の区分，定義を暫定的ながら作り上げた事は，

その資源管理，漁業調整および増殖 (僻化放流および集約的養殖の広い範囲の) の 基盤を作り，それらを円滑に

実施し，またその社会経済的基準を明確にする上で，寄与する所多いものと期待される。
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表付

App. 1 SOme characteristics of b100d Of north-ward migrating smolts ;n coastal waters   
19661957195819561960

May 25May 20May I5May I0

'--, Date and

  locality
Hakodate Hakodate Hakodate Hakodate May27Ka血iSoB100d      

0 720. 760 840. 790. 78
Ereezing point
(4--C)

仙04605704比330
Chloride content

(C1- mg/dl)
I 0妨31. 04761. 0618

I． 04 乃1 04721 0523

I・ 0北I工 ． 0509I・ 04 叩I・ 0凹6
1 0524I・ 0咄31 0504

Density (sp. gr.)

I・ 0巧4上 ． 0526

'・ 0姐
86. 285 ． 082. 5
桜@． 083 ． 7杖@・ 2
83. 584.584.2Water content (%)

85.684 ・ 7

Rest N content

(mg/dl)

28%32
Amino acid N content

(mg/dl)

230019302上上 0
TOtal N content

(mg/dl)

540650
Serum N content

(mg/dl)

240265
Serum albumin N
content (mg/dl)

13074
TOtal P content

(mg/dl)

4750
77Serum P content

(mg/dl)

333036
TOtal lipid P content

(mg/dl)

37
Serum lipid P content

(mg/dl)

20
Serum inorganic P
content (mg/dl)   
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App. L -COntinued    
19631963196519651957'--- Date and

June 25June 25June 21June 8June 10
KushiroKushiroKushiroKushiroMuroran B100d characteristic @@-@ -. "'@--@locality 

0. 730. 770. 700・ ?上 .73Freezing point
(J-oC)

北04703954in390
Chloride content

(C1- mg/dl)
I・ 0487

I.04291.04341. 0422五一 n389
I． 0咄7
 .0467Density (sp. gr.)

工 ・ 0458

83.7
83.583 ・ 3Water content (%)

84 6

9S%12090
Rest N content

(n-g/dl)
28

Amino acid N content

(mg/dl)
17202380

TOtal N content

(mg/dl)
535545Serum N content

(mg/dl)
95Serum P content

(mg/dl)
19Serum inorgan@c  

con 忙 n九 (mc/dl)  
ADD. 2 SOme characteristics of b100d 0f "Kuchiguro"       

19651964196419611957Date and

Jan. 21Dec. 27NOv. I2NOy. 3Oct 25locality
YOshioka YOshiokaHtoroUtoroMu ，O。an

B100d
 charadteenlSt@c ..@ ―

0.67 680.690・ 670． 明Freezing point
 .650・ 670 64(J-oC)

395375380390425Chloride content
405375370(Cl-mg 旧D

工 .0489I・ M75 .0442I・ M84T． 0412
I・ 04 田I・ 0539I・ 040Density (sp gr.)

I・ 04H

肚十田山
83 ・ 085.3Water content (ん)

S2. 9

18001600TOtal N content
2400180017501765(mg/dl)

490690Serum N content
500490550690(mg/dl)

320Serum albumin N
345content (mg/dl)

165TOtal P content
175120(mg/dl)

田7097Serum P content
6070肚95(mg/dl)

2924TOtal lipid P content

302426T7(mg/dl)
叩35Serum lipid P content

385037(mg/dl)
242024T7Serum inorganic P

2026t8content (mg/dl)
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2170

App. 3 SOme characteristics 0f b100d Of "Kan-masu"  
19561960195919601964---@, Date and

Feb. I1Feb. 4Feb. 2Jan. 31.Jan. 29  "-- ,   locality
Fukushima TOdohokke

 
Muroran Fukushima FurubeB100d  。'""" 。'。 """C  "二

 0.8n0・ 別0.660. 720・ 67

0・ 730. 690.7ooFreezing point
0・ 69(4-@C)
O・ 70

483459430435340
459408Chloride content

484(C1- mg/dl)

上 ・ 05401. 0502I・ 0483

I． 04 凹I。 0495
Density (sp. gr.)

84.082. 2
84-2田・ IWater conten 片 (ガ)

31Amlno acid N content
29(皿g/dl)

1690TOtal N content
1790(mg/dl)
720Serum N content

530790(mg/dl)
420Serum albumin N
4巧content (mg/dl)

185TOtal P content

296175(mg/dl)
93Serum P content

92(ma/dl)
47TOtal lipid@P content

58317/ 65 (mg/dl)

App. 3 -COntinued          
19601965196119601957

March 23 March 26Feb. 27Feb. 25Feb. %          Date andlocality
Kinaoshi Fukushima TOdohokke FukushimaNezaki    

 
B100d       
characteristic    

0． 700． 7I0・ 680. 690・ 66Freezing point
0・ 7I0. fi8(J-oC)

400350390402403Chloride content

390442(C1- mg/dl)
I． 0518 .0518I・ 0446

I． 0430
Density (sp. gr.)

SI ・ 上85.6比三
比刀

Water content (.%)

%Amino acid N content

(mg/dl)
2300234017102130TOtal N content

20001400(mg/dl)
720Serum N content

690690505(mg/dl)
465340315Serum albumin N

content (mg/dl)
140150TOtal P content

140(mg旧D

10178Serum P content

75(mg/dl)
3334TOtal lipid P content
303438(mg/dl)
51

Serum lipid P content

(mg/dl)
I9Serum inorganic P
I9content (mg/dl)
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App. 4 SOme characteristics of b100d of early "Hararmasu" 
19581957195719651956-□- Date and

Apr. 23Apr. 13Apr. 6March 29locality
a odateHakodat。 HakodateAf5f 2Tsuruga'NezakiB100d   characteristic    

0・ ?I0.750.730.730.75Freezing point
(4-@C)

395400390390370Chloride content

(C1- mg/dl)
1. 05 山I 0520I.05431,0504Density (sp. gr.)

a3 8SI ・ 8S1. 0Water content (%}

30373637Ammo acid N content

(mg/dl)
% 凹392523602220TOtal N content

(mg/dl)
733O880Serum N content

(mg/dl)
370Serum albumin N

content (mg/dl)

72170TOtal P content

(mg/dl)

80Serum P content

(mg/dl)

381004240TOtal lipid P content

(mg/dl)

53Serum lipid P content

(mg/dl)

17Serum inorganic P
content (mg/dl)

  
App. 4 -COntinued    

195&.195619別1958 Date and

May I5May I5May I0May 5
locality

HakodateHakodateHakodateKOtaniishiB100d
characteristic  

0.7S0 750 740.8fFreezing point
(4-@C)

如0380480Chloride content

(C1- mg/dl)
1.05 以工 ・ 0579工 ． 0572Density (sp. gr.)
82.582 ． 7Water content (ん)

353333Amino acid N content

(mg/dl)

乃仙25302500TOtal N content
(mg/dl)

捌Serum N content

(mg/dl)

370Serum albumin N
content (mg/dl)

100TOtal P content

(mg/dl)

125Serum P content

(mg/dl)

7748TOtal lipid P content  (mg/dl) 
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19621966195919571959Date and  
May 28May 27May 刀May 25
KamlisoKamiiso  B100d @ localitycharacteristic              Hakodate Hakodate

1.050 760. 780.750 95Freezing point
(4-oC)

3804山448413Chloride content

(C1- mg/dl)
上． 05I41． 05I61・ 0防7Density (sp. gr.)

84.080 2Water content (%)

81Rest N content

(mg/dl)
?ぽf.Amino acid N content

(mg/dl)
19992550別02120TOtal N content

(mg/dl)
660860690Serum N content

(mg/dl)
605510410Serum albumin N

content (mg/dl)

130126TOtal P content

mg/dl)
779477Serum P content

(mg/dl)
56604343TOtal lipid P content

(mg/dl)
8387Serum lipid P content

(mg/dl)
2027Serum inoranic P

content (mg/dl)    
App. 5 ―山ntin 此d      

19651965195819581962_ Date and

June 3June 6May 30
MOkoto MOkoto L  1shikanMay301，h， ぬ。

locality
May Kamiiso28   

B100d   
0. 690 710.830． 710. 83Freezing point

(J-oC)

37044039b388375Chloride content

(C1- mg/dl)
1 05261 043I1.05541.0552Density (sp. gr.)

80 285. 880. 280.2Water content (%)

90Rest N content

(mg/dl)
24002570TOtal N content

(mg/dl)
8206909759758凹Serum N content

(mg/dl)
585495590Serum albumin N

content (mg/dl)

145TOtal P content

(mg/dl)
64Serum P content

(mg/dl)
44TOtal lipid P content

(mg/dl)
705563Serum lipid P content

(mg/dl)
33T620Serum inorganic P

 content (mg/dl)
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App ． 5 -COntiLued    
19571961196119591959

     Date and

June8June 6June 6June 4June 4
I，hiHHIwaobetsu IwaobetsuIshikariIshikari

 
B100d                        characteristic         

 .75 .68 .68 .70Freezing point
(4-oC)

376364369390367
Chloride content

(C1- mg/dl)
上 ・ 0508I・ 046 上上 ・ 0509 .0560I． 0563Density (sp. gr.)

a0. 379 ・ 979. 4Water content (%)

85Rest N content

(mg/dl)
29 ・ 工

Amino acid N content

(mg/dl)
2550320029203190TOtal N content

(mg/dl)
770I1409901470

Serum N content

(mg/dl)
760710Serum albumin N

content (mg/dl)

230210TOtal P content

(mg/dl)
96122

Serum P content

(mg/dl)
5047476084TOtal lipid P content

(mg/dl)
3123

Serum inorganic P
content (mg/dl)    

App. 6 SOme characteristics Of b100d of ascending adults in the lower reaches     
1959  196319521951 

June 24June 23June I8June 6locality
ShariShariTOkoroNishibetsu   B100d

characteristic           

0.73 .740・ 750・ 85Freezing point
0.730.73(U- 。C)

375370540430Chloride content

395335(C1- mg/dl)
I・ 0S6 工

工 ． 0583I． 0583
Density (sp. gr.)

78.576.O
79 ・ 080 ・ 0Water content (ん)

Rest N content

(mg/dl)
Amino acid N content

(mg/dl)
33703410TOtal N content

26903410(mg/dl)
工工 50工工 65Serum N content

850(mg/dl)
715妨Serum albumin N

280content (mg/dl)
150154Serum P content

89(me/dl)
75TOtal lipid P content

40(mg/dl)
135Serum lipid P content

的(mg/dl)
I9Serum inorganic P
T5content (me/dl)   
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App. ? SOme characteristics of b100d of ascending adults in the middle reaches     
1957196419621967 

-□-,  DaLe and
July 25July I7July I3July 7       locality

TOkoroChihaseShariChihaseB100d
    characteristic  

0・ 的0.680・ 660.74Freezing point
0.680・ 6I(4-@C)

330305330355Chloride content

335310(C1- mg/dl)

工 .0562 .0614
工 ・ 0554

Density (sp. gr.)

&@ ・ 7
RI ． 9Water content (%)

31403090TOtal N content

2980捌0(mg/dl)
1245Serum N content

930(mg/dl)

154
TOtal P content

(mg/dl)
IIOSerum P cnotent

82(mg/dl)
35TOtal lipid P content

40(mg/dl)
65Serum lipid P content

65(mg/dl)
%Serum inorganic N
%content (me/dl)

App. 8 SOme characteristics of b100d 0f ascending adults ;n the upper reaches      
19591959196019伎@1965 '-.-  Date and

Aug. 21Aug. 21Aug. I5Aug. I0Aug. I0
TOkoroTOkoroIwaobetsuChihaseChihase

       locality

 

B100d       
      chaLaCte で "@stlc" ." "@ 
0.680. 690・ 650・ 670.68

Freezing point
(ゴー 。C)

415435320355355Chloride content

(C1- mg/dl)

I・ 0435I・ 0439I． 0550 .04771.0552
I． 0550

Density (sp. gr.)

85.285.080 ・ 6
別乃

Water content (ガ)

25002900TOtal N content

(mg/dl)

520630640
Serum N content

(mg/dl)

370365430Serum albumin N
content (mg/dl)

145175
TOtal P content

(mg/dl)

72
Serum P content

(mg/dl)

3033
TOtal lipid P content

(mg/dl)

4262Serum lipid P content

(mg/dl)

2320
Serum inorganic N
content (me/dl)  

93
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App. 9 SOme characteristics of b100d of spawning adults
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App. 9 -COntinued      
19561958195219621967

Oct. 巧Oct. 凹Oct. 8Oct ． ISept. 29'''-@ @  Date  andlocality
Sh 山betSuShiribetsu Shiribetsu Shiribetsu ChltoseB100d

     
0． 620 640 660. fi4Freezing poiot

0・ 64(ノー。 Q)

410i3103663別Chloride content

3皿(C1- mg/dl)

1 03301 05651 0510Density (sp. gr.)

9I 780.584 ． 0Water content (%)

61
R旺t N COntent

(mg/dl)

2225T9
Amino acid N content

(mg/dl)

13601940TOtal N content

(mg/dl)

630390560
Serum N content

(mg/dl)

430
Serum albumin N
content (mg/dl)

90
TOtal P content

(mg/dl)

64
Serum P content

(mg/dl)

21
Serum inorganic P
content (mg/dl)  
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App. 9 -COntinued 
19691961195919571957

Oct. 30Oct. 26Oct. 20Oct. I5Oct. I5―@  Dateandlocality
 Chitose ShiodomariChitoseChitoseChitoseB100d

     characteristic 

0・ 6工0． 640． 64o・ 67
Freezing point
(4-oC)

370380380
Chloride content

(Cl-mg 旧D

I． 0M 工I・ 04 叩I・ 0530Density (sp. gr.)

88. 082. 082 ・ 48i ・ 0Water content (%)

61031202495TOtal N content

(mg/dl)

370Serum N content

(mg/dl)

235Serum albumin N
content (mg/dl)

TOtal P content

(mg/dl)

447660Serum P content

(mg/dl)

24Serum lipid P content

(mg/dl)

30I6Serum inorganic P
content (mg/dl)
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