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海況は鮭の遡上を左右するか?
その 2

昭和35年度，オホーツク海沿岸の河川に

遡上した鮭群について

この前には，鮭の産卵群が接岸する場

合，その沖合の同治路と海況および，接

岸区域と沿岸水温との関係について話し

たのですが，ここでは昭和35年のオホー

ツク海沿岸:の各河川の親魚捕獲状況か

ら，ある沿岸に接岸した鮭の群団が，ど

のような条件である特定の河川に訴上す

るのかを調べて見ましょう。

第 1図は昭和35年のオホーック海沿岸

河川の鮭の七j別捕獲数をグラフにして表
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と思います。従って，捕獲数はほぼ，鮭の

瓜上数に比例するものと考えて差支えな

いでしょう。ところが，謀琴川は捕獲場

までの間に藻琴湖がありますし，斜里川

は河口と捕獲場との距離が約 llkmあり

まして，何れも，M口付近の状況と捕獲

数との間に直接の因果関係を求めること

はちょっと困難だと思いますので，一応

除外します。

ところで第 2凶を見て気のつくことは

わしたもので，第 2図は各河川毎のもの 昭和35年のオホーック海の鮭豊漁は，ほ

を比較したものです。 とんど網走川と湧別川の捕獲数が憎えた

これを両方比較しますと，それぞれの .ためで，他の河川の捕獲数はそれほど，

河川毎に非常に特徴があることが解りま 多くなっていないことです。そうすると

す。その前に，捕獲の条件を見ますと， この 2つの河だけ鮭のi斥上に特別恵まれ

葎琴川，斜里川を除いて他河川では捕獲 た条件があるのかも知れませんので，そ

場はほぼ河口付近にあって，Mに入った

鮭は余り日数がmらないで捕獲されてい

主ずし，街漁その他によって捕佐場に達

するがjに損耗する割合い余り差がない

れを見て行きたいと思います。

そこで第 2図によって，各河川の捕獲

状況を見ますと，第 1悶のA，B， C， 

D群に相当するものから見当をつけて，



それぞれの群団の鮭が，どの河川に多く

i斥上したかを見ます。そうすると，

A群 (10月中)常日川以北

B群 (11月日頓別川，幌内川，湧別

川，常日)11.網走川

C群 (11月下〕湧別川，常日川，網走

川，藻琴川，斜里川

D群 (12月中)渚滑川，湧別川，網走
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となります。ここで見られる傾向は初期

の群 (10月中旬以前)は能取岬以北の河

川に訴上が見られ.11月に入って次第に

南の河川の拝上数が増加し. 12月に入る

と湧別川を中心としてi斥上していること

です。旬平均沿岸水温の推移を見ますと

第 1表のようになります。全般的にいえ

ることは南部すなわち網走沿岸は，北部

すなわち雄武沿岸より常に高いことです

第 1表昭和35年オホーツク海治岸7.K祖表(句平均〉

19月上! 刑 判10叫 中rrlll月上!日|下r;月上| 中| 下
北見校幸

雄武

網走

次にこれを平年水温 (1943年以降の累

年平均〕と比較して見ますと. 9月まで

は例年より高温であったのに10月以降は

平年並みかまたは，低温となっています。

われわれ人間やその他の温帯性動植物に

とっては低温というのは生活のためには

決して良い環境ではないのですが，鮭の

ような冷水性魚類にとってむしろ好適な

条件で，これが昭和35年のオホーック海

に鮭の豊魚、をもたらした大きな原同の一

つではないでしょうかれ

前の魚と卵にと水の墜ミという題で網

走川では鮭が海から河に入る場合，河水

温が，沿岸水温に等しくなった時に一度

に沢山の鮭が訴上するらしいということ
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を書きましたが， これは唯，網走川にだ

け見られる現象とは考えられないので

すのそこで他の河川ではどうなっている

のでしょうかのもし今かりに， どの河川

でもこのようなことが見られるとすれば

昭和35年の11月以降には， この沿岸一帯

に鮭の大きな群団が押しよせていたので、

すから沿岸水温と河水温の一致した時

に，鮭の大群がその河川にiJi.:上したはず、

なのです。またもう一つ前の回に，沿岸

水温が，平年水温と等しくなるか最も接

近した時一期に，その河川に最も大きな捕

獲数の山が見られるということをお話し

しました。この沿岸水温，平年水温，河

川水温の 3つの関係と鮭の捕獲状況がど
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うなっているかを調べて見るために，一

つのグラフにまとめてみました。それが

第月図ですの

ここではっきり認められることは， こ

の3本の水温の線が接近した河川の捕獲

数は大きいが，離れている河川では少く

また網走川の例で見られるように， 3本

の水温線が一致した時期に，大きな群の

j斥上が見られることです。(これは昭和

34年の湧別川，常日川，網走川でも見ら

れる傾向です〕そこで河川水混と沿岸水

温との一致した時にi斥一上数が憎大するこ

とはと水の壁三の説明でお解り下さると

思いますが，沿岸水温が平年水温と差が

少くなった時に鮭のi斥上が増えることの

意味を考えて見ましょう。

長tだけでなくその他の遡河性魚類で，

海水中で成熟した魚、が産卵のために淡水

に昨上する場合，その行動を起す刺戟と

なるものは，水温の変化と同時に日長の

変化，つまり 1f'lの日照時間の変化があ

るといわれています。そうすると鮭の場

合も夏を過ぎ，次第に水温が低下すると

同時に，昼の長さが短かくなってくるこ

とが，鮭の訴上をうながす動機となって

いるのではないかと考えられるのです。

しかしこれらの水温および日長の条件は

鮭の個体によって差がありますので水温

何度とか， 1'1照時間何時間という夙には

いえないと思います。 例えば第 1図で見

られたAからDまでの 4群団のj斥上した

時の沿岸水温を見ますとA群一一150C，

B群一一lQOC，C群一一50C，D群一

一 lOCという風にほぼ 50Cの差がある

のです。そうすると全体から見れば鮭の

接岸の適水温は150Cから lOCまでの広

い範聞であるといえるようですがしかし

A-D群の中の一群団についてだけ見れ

ばそれぞれの群団毎に150C，lQoC， 50 

C， lOCを中心に非常に狭い適水温の幅

を考えた方が都合が良いように思えるの

ですのそうすると日長についても同じよ

うなことがし、えるのかもしれませんO

そこでお年のオホーック海沿岸に見ら

れたA~Dの鮭群団はこの年だけに見ら

れた特異な現象で争ったかどうかを調べ

て見ましょう。第正図をご覧下さし、。これ

は北見支場管内の旬別捕獲率(旬の捕獲

数をその年の全捕獲数で除したもの〕の

昭和30年からは年までの 5カ年の平均で

す。これで見れば解るように， 10月上，中

旬， 11月上旬， 11月中旬， 12月上旬をそれ

ぞれ頂点とする 4つの群団が明らかに認

められるのです。これから昭和35年にA

B，C，Dの4つの群団が接岸したのは特

別のできごとではないことが解ります。

実際に毎年の捕獲数のグラフを描L、て見

るとその年によって，幾らか時間的にず
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第 2 図
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第 4 図
れのある年もありますが余り大きな変化

は認められませんO 従って，鮭のJ斥上す

る時期は，ほぽ毎年決っているというこ

とができると思います。この原因は矢張

り鮭のi斥上と日長との関係を否定できな

いのではないでしょうか。

次に北見支場管内の沿岸水温を調べて

見ましょう。これは1943年以降の旬平均

沿岸水温の累年平均値です(第 2表〕

そうしますと例年鮭群団の接岸する時期

の水温の平均値は10月上中旬で150C，11

月上旬で10.70C，下旬 50C，12月上旬

30Cとなって，鮭群団の接岸する条件は

群団によって時期と水温が定ってくるこ

ととなります。つまり一つ一つの群団で

は河川にi斥上する時期が，ほぼ決ってい

てその時の沿岸水温および河川水温が，

その群団の阿、混適水温で、あればその河川

に大きな鮭群の昨上が見られ，条件が不

適当であればその群は他のもっと良い条

件の河川に昨上するのではないかと推定

されるのです。ここでわれわれが日の長

さのことを非常に問題にしているのを不

思議に思う方もあるかも知れませんが生

物の成熟と日照時聞が大きな関係を持つ

ことが知られていまして，魚でも特に遡

河性魚類、で、日照時間が長くなったり矩く

なったりすることと水温の上昇あるいは

下降とが刺戟となって訴上あるいは降海

という行動を起すことが確められていま

すのまたカナダ太平洋岸のアメリカ国境

近くにあるフレーザー河の紅鱒の回併に

ついての研究報告 (Philip. Gillhousen 
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1960)でもこの点に注目して，紅鱒が産

卵のために母川に回帰する傾向は緯度の

違いによって日長の差のあることによる

ものではないかと推論しています。そこ

でもし鮭で、もこのような考え方が当ては

まるとすれば，北海道全体では同じ時期

の日長はほとんど差が無いでしょうから

ある時期に接岸した鮭群が主としてどの

河川に遡上するかということは他の条件

に左右されるものと考えられます。ある

河川で、生産された群が産卵のために母川

に帰る傾向が非常に強いとすると少なく

とも毎年の捕獲傾向(捕獲数をグラフに

表わした場台の形)がほぼ似通ってこな

ければならないと思うのですがそのよう

な傾向は必ずしも認められないのは矢張

りもっと別の条件，すなわち，海況など

の影響を大きく考えて行く必要があると

思います。今までここに示しました資料

だけで結論を出すことは危険だとは思い

ますが，サケ，マスの人工併化事業に従事

する者としてお互いにもっと産卵I口l訪?と

し、う根本問題について一緒に考えて行き

たL、と思います。

(技師北見支場)
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囚国国l.!J
一採用ー

農林技官橋本進千歳支場 11月16日

農林技千J三原健夫(道水産課長)

場長 12月16日

一退職

農林技官荒井定治(場長)12月15日

農林事務符江口篤二(渡島支場)

1月31日

配置換ー

農林技官小林教司(次長)十勝支場長，農

林技官岸田敏明(十勝支場長)事業第 l課長

農林技官逸見文彦(事業2課長)次長，農林

技官星野克己(事業 l課長)事業2課長以

上12月20日
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