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Abstract.-we proposed a back-calculation method t0 estimate individual growth Of juvenile chum

salmon during their early ocean life. Scale pattern was examined for marked juvenile chum salmon

reared at a hatchery and those recaptured fn the coastal water. The interval of scale circuli decreased

during the rearing period, while lt increased during the coasta1-migrating period. A check appeared on

the scales just after release. Thus, the individual growth rate could be estimated by using the individual

fork length at release back-calculated from the scale radius of check. Ricker's (1992) modified

Fraser-Lee method was appropriate to the back-calculation 0f juvenile chum salmon using scale

analysis. The individual growth rate 0f coasta1-migrating chum salmon estimated by this method
ranged from 0.0106 to 0.0173, which was equivalent [o the value (0.0100-0.0242) estimated from fish

size at release@ 

る力法によって特定の制約がある．沿岸域のサケ幼魚の

成長速度を計測する場合，連続採集法では同時出生群を
はじめに

野外での動物の成長速度を求める方法に味同時出生 連続して追跡することが難しい・閉鎖的な水域では採集

標本が同時出生群とみなすことができる場合もあり， こ群を連続的に採集しそのサイズ組成の変化を追跡する連

のどぎは採集標本のサイズ分布の経時的変イとから成長連続採集法，船形質が体サイズを反映することを利用した

性が計測されている(Murphyet 寸， 1988) ． しかし開放back-calculation法および標識放流時と再捕時の体サイズ

水域では他の水域からの移入があるので採集標本4お律―の差を計測する標識再捕法などがある．方法によって得

の 同時出生群とみなすことがでぎない．この場合，採集られる成長速度の性質は異なり，集団内の多数の個体の

標本のサイズ分布から同時出生群を分離しなげればなら成長をひとまとめにして追跡すると集団の平均値として

ない (入江・中村 1985). Back-calculatlo"法で低用いの 平均成長がふ 得られ，個体別に追跡すると個成長が得ら

る 船形質が周期的に形成されることとそれが体成長を反れる (清水 1957)．連続採集法を用いると集団の追跡に

映することをあらかじめ検証しなげればならない．サケなるので平均成長ヵ三得られ，back-calculation法を用いる

幼魚においては耳石の日輪を用いた成長速度の計測の可と個体の追跡も可能なので個成長が得られる．標識再捕

能性はすでに検証されているCVOlketal ．， 1984)  法には個体識ガ Uのできるイ固体マーキソグ法と集団識月 りの

これまで多くの場合，サケ幼魚の成長速度は鰭切除みのグループ・マーキング法の2種類があり，前者では

(小林・阿部 1977; 帰山 1986;Pearcyeta@.,1989) や体個成長が得られ，後者では平均成長が二得られる  

組織への微量元素Eu の蓄積(真山他 1982) ， 体内への染野外において実際に成長速度を測定する際に低用い

色物の挿入 (Healey,1979)などのグルーブ・マーキング

を用いて求められている．この場合，標識群の欣流時の
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サイズ組成のばらつきが極めて小さく明らかに集団全体

を代表する場合にのみ，その後の個体別の成長速度が得

られると考えられている(真山他 1982) ．

サケ属魚類の幼魚期においては個体群内に個体サイズ

のばらつきがある場合，休サイズの大きい個体はより小

さい個体にくらべ死亡率が低いことが報告されている

(Parker ， 197LHedey ， 1982;Ha 「g，eaveSandLeBraSSeur ，

1986;Wardeta@.,1989;Holtbyeta1.,1990).またサケ幼

魚においては同時期に放流あるいは沿岸域に滞泳してい

る個体の中でも， 体サイズがより大ぎな (あるいは発育

段階の進んだ) 個体は体サイズの小さな個体に比べより

早期に沖合移動や@IL上移動を始めることも知られている
(シェルシネ、 プ 1970; 真山他 1982; 帰山 1986; Pearcy

etal． ,1989;入仕 1990)．このようなサイズ依存的な死亡

ゃ移動があった場合，採集された標本のサイズ組成に偏

りがあるため連続採集法で得られた平均成長は実際の体

成長を反映しない(Murphy et a1.,1988; Pearcy et al.,

1989)．またグループ・マーキング法を用いても， 施流時

の体サイズ組成のばらつぎが大きく，さらにサイズ依存

的な死亡や移動があった場合に低得られた平均成長速

度には偏りが生じる．

従って，実際の体成長バターソを明らかにするために

は個成長速度を求める必要がある ． そこで筆者らはサケ

幼魚の沿岸生活期における個体別の成長速度を得るた

め，標識再捕された個体の 鱗相から放流サイズを推定し

成長速度を計算する方法について検討した．

材料と方法

供託魚、 富山県庄川養魚場で飼育，両腹鰭を切除し

1993年4Jョ 5口に庄川へ放流したサケ標識幼魚を材料と

して用いた．庄川は富山湾に流入し 庄川養魚場は庄川

の河口より約10km 上流に位置する．

放流以前 (3月乃 29 日 ) に採集した3(M固体および放流時

C4月n5 日 ) に採集した17 引固体を10% フォルマリソで固

定後，尾叉長を計測し背鰭 後端から尻鰭前端の問の側
線付近より採鱗を行った．

再捕個体@お仁 川北部日本海沿岸域で再捕された両腹鰭

切除標識個体を用いた．得られた標本は10% フ才 ルマリ

ンで固定後，適正な部位より擁鱗できる個体について屋

叉長を計測し挟鱗を行った．

禁相分析得られた 鱗は他の組織を取り除いたのち，

グリセリン・ジェリー液で封入しプレ" ラート標本とし

た． プレ。ラートより鱗径とcircuIi間隔を鱗の中心から

最長軸に沿ってそれぞれ計測した．

放流時の標本24個体と沿岸域で再捕された標本37個

体のCirCuH間隔の増減のパターソを調べた．鱗の中心か

ら I本目のCirCulus までの距離は他のCirCuH間隔よりは

るかに大きいので分析より者いた．個体の成長にともな

う CircuH間隔の増減の傾向を見るため，中心からのCirCuL

数とC汁CuH間隔との相関係数を求めた．個体の成長にと

もなう。什CuH間隔の変イヒのパターソを明かにするため，

3項単純移動平均を用いて増減の変動を平滑化した．本

来単純移動平均ではデータの両端は欠項となるが，ここ

では両端の項を2項の平均値として計算した．移動平均

の最初の項 G 斗 1-2Cl ，CuH間隔と第2-3C 仕CuH間隔の

2項平均値) は第1-2c 仕CuH間隔が単独で大きく影響す

るので集計の際に無視した．

さらに沿岸再捕個体では鱗にみられるcけCuH間隔の狭

い部分 (CheCk;BMon 血dRobinS ， 1971D を検出し フ

オーカスの中心からこのcheCk までのcirCuH間隔の積算

値をCheCk形成時の鱗径とした．

Back-caICuIatIon 3月 29 日の放流以前の採集群30

個体と4ナョ 5日の放流時採集群2A個体，探鱗できた37個体

の再捕魚の尾叉長と鱗径の関係からRicker (1973) の幾

何平均回帰 (GMR: geometricmean regressl。。) を計算

した．これを用いてF ，aser-T.ef法のRicker (1992) による

変法式

L,--Lp LC--Lp
S,- SD  L@C-So

からCheCk形成時の体長L;を計算した．ここで， L・は CheCk

形成時の体長，S;@tcheck形成時の鱗径， t 。は採集時の体

長， S。 は採集時の鱗径， L 。 と S。はback-calculatio。の基準

点とするGMR 上のl点の座標(体長と鱗径) を表す．こ

のとき鱗径は鱗形成時の尾叉長は40-50 mni であるとの

知見 (帰山・文谷 1982; 入江 1990) に基づいて体長40

mm をGMR に代入して求めた．

さらにrhhpr@k形成は放流直後であると仮定して，放流か

ら再捕時までの成長速度を瞬間成長係数 
として求めた(LeBrasseur 抑dParker,1964) ． ここで，

ムは再捕時の体長，L。は放流時の体長，Tは放流から再捕

までの日数を示す．

結 果

放流群の禁相 放流時の尾叉長は平均59.2 mm であっ

た．放流時の標本の体長頻度分布は52-54mm と fih-68mm

の区間に2つのモードがあり，大ぎな分散を持つことが示

された (Fig ． 1).

放流時採集群の24個体についてnirrcun数とr.irculi間隔
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Fig. 1. Size frequency distribution Of juvenile chum

salmon released 0n April 5, 1993.

の平均値をFig ・ 2 と Fig ． 3に示した．CかcuH数は3本から8

本までの範囲にあり， 体サイズの増加にともない増加し

た (Fig ・ 2)・初生鱗の鱗径 (平均84 ・ 3 パ m) はそれ以降

のf・ irC.ui間隔よりはるかに大きい値を示し I本目以降

のCircuui間隔の平均値は(circni数の増加にともない減少

した CFie. 3).

CirCui 間隔の増減のパターンをTab@eI に示した．ここ

で，止の相関係数は。irdii間隔が成長にともなって増加

する傾向にあり，負の相関係数は減少する傾向にあるこ

とを示す．相関係数が唯キ られた21個体のうち，(circuli間隔

が減少傾向を示したものは15f個体 C71%) であった． そ

の 15f個体のうち，移動平均により平滑イ とすると circuli間

隔が単調減少するものはIM個体 C52%) であった． この

こと低多くの 個体のcirdili間隔が放流時まで運続的に

減少したことを示している．

沿岸域で再捕された個体の集相 沿岸域で再捕された
個体の鱗におげるcirculi間隔の増減の" ターンをTahl。 2

に示した．CAircui@間隔が減少傾向を示した個体は37個体

中32個体 (86%) であった．移動平均を用いて平滑イヒす

ると， 。lrCuH間隔が単調減少を示した個体は17個体 (46

光) であった． この17個体はいずれも放流から再捕まで

の日数が14 日以下であった．移動平均により平滑化した

C;，Cu@i間隔が増加する部位を持つ標本は15個体，増加傾

向の標本は即日体であった．

再捕日数15 日以上の標本におげるCirCuli間隔のバター

ンをFlg ． 4に示した．移動平均により平滑イとした結果，

Cl「CM 間隔が初め減少して増加に転ずる個体は8個体中5

個体 (NO ・ I， 3-6) ，いったん増加した後減少してからま

た増加に転ずる個体が2個体(NO ・ 7， 8) ， ほ庇単調に減少

する個体がI個体 (N0. 2) に分類された．平滑イとしてい

ないfirr.nh間隔からけいずれの個体においても3・ 7本目
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Fig. 2. Relationship between fork length and number

Of scale circuli in juvenile chum salmon at release.
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Fig. 3. Average distances between scale circuli in

juvenile chum salmon at release. Vertical bars indi-

cate 95% confidence limits.

の circulusの部分で間隔が急激に減少したのち増加に転

するバターソがみられた．このことから， 再捕日数の長

い個体において低 circuli間隔ははじめ徐々に減少しそ

の後増加に転ずることが示された．

放流時の鱗相とこれらのことから，標識魚の鱗のCIr-

culi間隔低 I) 放流時までは徐々 に減少し 2) 放流後に

著しく減少しcheek を形成した後，3) 沿岸生活期に再び

増加に転じる場合が多いことがうかがわれる．

Rack-Calculation 体長と鱗径の関係をFie ． 5に示

した． これらのデータからRicker(1973) の GMR 式ほ

Y= ― 17S.7+7.329X

と計算された．ここで， y は鱗径G@n) ， X は尾叉長(mm)

を示す．前式より Ricker(1992) の F ，，ser-Le 。法の変法に

おげる基準点の座標 (LLP,Sn) は (40,114)が得られた．

3 ―
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Table 1. Number Of chum salmon by each pattern Of scale circuli spacing  

POsitiveNegativeSign of

correlation coefficient Simple decrease Partial decrease Partial increase Simple increase

2  IISmo0thed

0 I3 NOn-smo0thed

Table 2. Patterns 0f scale circuli spacing in recaptured churn salmon in the coastal water.

POsitiveNegative 
Simple decrease Partial decrease Partial increase Simple increasecoefficient

  15t7Number 0f individualsSmo0thed

9-232-302-14Days after release

  26 NOn-smo0thed Number Or individuals

9-23i4-303・ I1Days after release
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Fig. 5. Relationship between fork length and scale radius in juvenile chum salmon. 
The linear indicates Picker's (1973) geometric mean regression line.
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Table 3. Scale radii, fork lengths and growth rates Of 8 juvenile chum salmon recaptured in the coastal water more

than I4 days after release in 1993  

        Sample No  
TOyama TOyama Yamagata Niigata Yamagata Yamagata Yamagata AkitaLOcation 0f recapture

Apr. 20 Apr. 2I Apr. 28 May 5 Apr. 20 Apr. 28 Apr. 28 Apr. 20Date Of recapture

152323I53023I6I5Days after release

Recapture
FOrk length (mm)

Scale radius Gum)

Number Of circuli

Check formation

Number Of circuli

Scale radius (@m)

Back-calculated

fork length (mm)

Instantaneous growth rate

From mean fork

length at release

From back-calculated

fork length

7478

301 ・ 7 335 ・ 土

  

  
136.3 244.7

44.5 60. 土

0． 0土 84  
0・ 0374 0・ 013o

80R1

321 ． 9 353 ． 9
  

  
196.9 184 5

56.3 51.8

0． 0136  
0・ 015g 0・ 0ェ 45

85 ． 1
404.6

 

 

5
2

 

 

69 ・ 2

0・ 0242

0・ 0土 38

92.7

4RR.9

 

 

5
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6g ． 4

0・ 0195

0． 0126

76.8

411.9

9

6
277.6

60 ・ Z

O． 0I13

 

69

326.B

 

3

5

工工2

53.3

0． 0102

0． 0173

以上の計算結果に基づく標識魚のcheek形成時の体長

をTable3 に示した．Cheek の位置が放流時のcirculi数と

ほば―致すること (Fig.2) と 。heck形成時の計算体長が

放流時の体長とほぱ―致すること(Fie.1)，放流までは

circuli間隔が減少する(TableI)がr.hficL形成以降のcirruli

間隔低片卓加に転じていること(Fle.4) から， r.herc.kが放

流直後に形成されたとする事は妥当であると判断した．

この仮定に基づいて計算した放流から再捕までの即日体

の成長速度低瞬間成長係数で 0・ 0374 の I個体を除き，

0． 0106 から0.0173 の範囲を示した(Table3) ． またこれと

は別に放流時の平均尾叉長59.2 mm から計算した瞬間成

長係数は平均 0． om51 (範囲0・ 0100-0.0242) を示した

(Tab@e3).

考 察

ここでは標識魚の放流直後に形成されたと考えられる

cheekを利用して個体の成長速度を計算する方法を提案

したが，この方法を汎用するには常に放流直後にCheekが

形成されるかどうかを確かめなげればならない．魚類の

鱗のcc.irculi間隔が極端に狭くなるCherW形成要因にっい

て低年輪形成機構の 解明の―端として研究が進められ

てきた．その中では水温や食物の量 ・質などの4@.M息環境

の変化が外的要因としてあげられている (小林 1961;

BiltonandRobins,1971a,b; 池田他 1974a,b). 圧m 養魚

場から河口までの距離は約10 km と短いので，観察した

標識魚は放流後まもなく降悔したと考えられ，淡水中で

の人工飼育環境から沿岸域の生息環境へと大ぎな環境変

イヒを放流直後に短時間に経験したとみなすことができ

る ． これらのことから， check ば放流直後の大きな環境変

イ巳 によって形成されたと考えられる．

標識放流群の多くの個体において，放流立ではci「。uH

間隔が漸減し 放流直後にcheckを形成した後cirr.ui間隔

@ぉ曽 加に転ずることを示した．rirculi間隔の連続的な変

化は体成長との関連があり，体成長速度が大きいほどnr-

C.uli間隔は広くなることが三報告されているCBilton,1975;

FisherandPearcy. 1990) ． またSchwartzbereandFryer

(1993) はふイヒ場産魚の鱗には顕著な成長停滞が観察さ

れないと述べ， 鱗相からふ イ し場産 魚と天然魚、 との判別が

可能であることを示した．血T.uln間隔が漸減していた結

果から，放流以前の飼育期間中に徐々に成長速度は低く

なっていったと考えられる．

ここではhar.k-c日 cu@ationの方法としてRicker (1992)

によるFrasRr-T.e.ei法の変法を用いた．通常F 「aser-Lee法

でほ鱗径 に対する体長の 直線回帰式の 切片が back-

caa@cmlatinrKの基準点として用いられているが，これは誤用

であり体長に対する鱗径の回帰直線の体長軸とぶっかる

座標を用いるべぎであるとされている． またWhitney-

Carlander法は鱗径にたいする体長の回帰直線が鱗径軸

とぶっかる座標を基準点としている(Francis,1990) ， こ

れらに対し Ricker (1992) は個体毎の体長―鱗径関係

のデータの中央軸となるGMR を回帰直線として使用し

基準点はこの直線上の座標を選択することを提案してい
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る ．なお，ここ K@@ おぎ隼点を選択する方法は特定されて

いない・このback-c山 dilation式とほぼ等値の式はBeldine

(1934) によって提案され，その中で基準点低鱗形成時

の体長と鱗径とされている．近年になつてこれと同様の

提案が，鱗に関してはSmale 如dTaylor (1987) によっ

て示され，耳石に関してはCamp 如a( 1990) によって

biologicalintercep怯 として示されている．

標識放流群の鱗形成時の標本が得られなかったため，

Ricker(1992) に従いGMR 上のi ，@ G尾叉長 40mq 鱗

径m4um) をback-calculatioinの基準点として用いた．鱗

形成時の体長と鱗径に関して，久保(1949) は被鱗体長
3・ 1-3.2cm (胴長2・ 4-2.5cm) の時に鱗の 原基ができ，そ

れから第1circulusが形成されるまで体サイズに大きな

差異はなくこの間の鱗径は0． 07-0.1 mm であると述べて

いる． また体長を尾叉長で表した例では40-50mm 付近で

鱗が形成されることがa報告されている(帰山・ 文谷 1982;

Kaeriyama, 1989; 入仕 1990) ．観察結果からは最小39

mm を含む全ての個体が鱗を形成していた．この尾叉長

39mm の個体では第1circulusは形成しておらず， 鱗径は

80 i@rirであった． これらのことからhac.k ・ C山 cu@ation に用

いた尾叉長40 mq 鱗径114 um は鱗におけるbio@ogical

intercept(Camp 乱a， 1990) としてもほぼ妥当な値である

と考えられる．

グループ・マーキング法で求められた沿岸域での標識

魚の成長速度で低 1979年石狩川放流群の0． 0055-0.0126

(頁山他 1982) や， 1981 と 1982年宮城県気仙沼大川放流

群の平均値0． 0104-0.0116 および1983年宮城県北上川放

流群の平均値0． 0050-0.0118C 帰山 1986) などがある．今

回得られた成長速度@／I個体 (0.0374) を除き，これらの

報告よりもやや大きいもののほほ近い値がマ得られた． 得

られた7個体の成長速度が他の報告より大きくなったこ

との理由について低 i) 計算方法による，め生育沿岸

環境の違い，iii)個成長と平均成長の違いなどが考えら

れる． しかし結果より 放流時の平均体長から計算した

成長速度もback ・calculation法と同様の値の範囲となった

こと CTable 3) から，ここで用いた計算方法によるズレ

はないと考えられる．成長速度を支配する環境要因(水

温，塩分，餌など;Brett,1979)が時期および場所により

異なることが考えられる．ここで十 t@本州北部の日本侮で

採集したサケ幼魚を観察したが， 真山他 (1982) 廿 J 団安

道の日本海において，帰山 (1986) 4ン二川北部の太平洋

で観察を行っている．このことから今回の結果は個体を

とりまく環境要因が他の報告と異なったため，他の結果

よりやや高い成長速度がT得られたことも考えられる．

得られたサケ幼魚の成長速度は個体別の成長速度であ

るが，この値成長を平均して標識放流群の平均成長とす

るに屯 標本が放流群全体を十分に反映していなげれば

ならない・しかし成長速度がT得られた標本数が珂固体と少

なく，標本は標識放流群全体を代表していない可能性が

ある ． さらに，ここで用いた標本はいずれも沿岸域で再

捕された個体なので， 体サイズの大きい個体が先に沖合

移動したとすればここで得られた値は標識放流群の平均

成長速度にくらべ過小評価となる．サケ幼魚は指数関数

的成長パターソを取る (小林・阿部1977;He 山 。y， 1979;

帰山・ 文谷 1982) とすれぽ 瞬間成長係数で表した成長

速度は体サイズが大きくなっても低下しない．この条件

下で，体サイズの小さい個体が大ぎな個体より死亡率が

高いようなサイズ依存的死亡が再捕以前に起こったとす

ると・死亡した個体を含めた平均成長速度にくらべ得ら

れた成長速度は過大評価となる．

ここではグループ・マーキソグとhack-calculationを用

いて，サケ幼魚の個体別の体成長速度を求めることがで

きた．サケ幼魚について低 生忌環境と成長の関連やサ

イズ依存的現象など成長に関連した興味深い点も多い．

これらを明らかにするためには個体 ルで成長速度を

比較する必要があるが，今回は個体数が少なく，それに

対応する生息環境の情報も少ないため十分に検討でぎな

かった．個体群の平均成長速度の計算や個体制成長速度
の比較のためには標本数を増やすだげではなく，偏りの

ない標本採集・抽出法の検討や耳石を用いた詳細な個成

長の分析をする必要がある．本州北部の日本海沿岸にお

けるサケ幼魚の成長バターソを明らかにしそれに 関連

する勺態学的現象を解明するにはさらに今後の精査が必

要である．
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