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第２章 成果の要約  
 

近年回帰率の低下が著しい太平洋沿岸のサケ資源について，来遊量減少の要因を明らかにし，

ふ化放流手法の改良を通じたサケ資源の回復を図ることを目的として調査を実施した。目的を達成

するため、「近年の太平洋沿岸におけるサケ資源量減少は幼稚魚が沿岸からオホーツク海に至るま

での初期減耗が大きな要因である」ことを作業仮説とし、我が国太平洋沿岸のサケ資源に関与して

いる試験研究機関とさけ・ます増殖団体が共同研究機関を設立して取り組み、以下の成果を得た。 
 
（１） 5 月下旬から 7 月初めにかけて、本州および北海道太平洋の様々なふ化場を起源とする耳

石標識サケ幼稚魚が北海道太平洋沿岸の各定点で採集された。沿岸における耳石標識サ

ケ幼稚魚の再捕割合は、放流条件（放流時期や体サイズ）などにより異なることが示された。 
（２） 岩手を含む本州由来のサケ幼稚魚は、例年 6 月初旬から下旬にかけて尾叉長 10 cm 以上

の大型魚が北海道太平洋沿岸を通過する。岩手由来耳石標識魚の再捕数は、2012年が17
個体、2013 年は 10 個体であったが、2014 年は本事業で下安家ふ化場より放流された耳石

標識魚 1 個体（尾叉長 107 mm）を含む合計 3 個体が再捕された。 
（３） 本事業により 3 月 11 日と 4 月 11 日に知内川に放流された耳石標識サケ稚魚（それぞれの

平均尾叉長は 53 mm と 54 mm）は、放流河川周辺の沿岸（漁港）に短期間滞在したのち、沿

岸域を順次移動したと推定された。4 月 11 日放流群の 6 個体が 6 月中旬に日高沿岸で再

捕された。これらの平均尾叉長は 110 mm であり、放流後約 2 ヶ月で約 2 倍に成長していた。

なお、3 月 11 日放流群は周辺の漁港以外では再捕されず、放流時の異常な低水温（約 2℃）

が生残に影響したと推定された。 
（４） 遊楽部川に放流された耳石標識魚は６月上旬から下旬にかけて胆振や日高沿岸で再捕さ

れ、それ以前には出現しない。3 月 21 日から 5 月 14 日にかけ 1～2 週間の間隔で時期を変

えて遊楽部川に放流された八雲さけます事業所由来の耳石標識稚魚では、最も遅い5月14
日放流群の沿岸での再捕割合が極めて高かった。耳石標識魚の尾叉長は放流時に 50 mm
前後なのに対し、胆振や日高沿岸では 100 mm 前後に成長していたが、時期を経ても体サ

イズにあまり変化がなかった。知内川や遊楽部川など道南由来のサケ幼稚魚は、他の海域

（たぶん噴火湾沿岸）で離岸サイズまで成長した後、水温の上昇に伴い、胆振・日高沿岸を

東側へ移動すると推定された。 
（５） 静内川に放流された耳石標識魚は、５月中～下旬から胆振沿岸に出現し、６月中旬から下

旬にかけて日高沿岸に分布する。放流時期や魚体サイズを変えて放流された静内さけます

事業所由来耳石標識稚魚の沿岸における再捕割合は、4 月放流群では放流時の魚体サイ

ズに関係なく低かったが、5 月放流群では比較的高く、放流魚体サイズが大きいほど増加す

る傾向にあった。 
（６） 胆振沿岸付近はサケ幼稚魚の重要な生育場であり、日高沿岸のふ化場から放流されたサケ

稚魚や十勝川放流群などえりも以東の一部の個体群も西側へ移動し、比較的水温の高いこ

の海域で摂餌・成長すると推定される。ただし、2014 年は、5 月中旬に水温が約 2℃に急低

下し、その後 6 月初旬までサケ幼稚魚はほとんど採集されなかった。この水温低下のため、

サケ幼稚魚の西側への移動は日高沿岸に限定されたと推定された。 
（７） 4 月 3 日から 5 月 26 日にかけて十勝川に放流された耳石標識魚は、日高沿岸で 21 個体、

昆布森沿岸で 1 個体が再捕された。日高沿岸で採集された標識魚の平均尾叉長は 93 mm
であったが、6 月中旬よりも下旬に小型魚が増加した。 

（８） 釧路川では、例年よりも水温上昇が早く、4 月下旬から 5 月上旬にかけて降河するサケ稚魚

が多かった。サケ幼稚魚は4月下旬より釧路川周辺の湾港内に出現し、5月下旬から沿岸域

に分布を広げ、水温が 8℃前後になる 6 月中旬頃から多くなり、13℃以上となる 7 月中旬ま

でに釧路沿岸域を離脱したと推定された。 
（９） 釧路川に放流された耳石温度標識魚は、日高沿岸で2個体、昆布森沿岸で8個体が採集さ

れた。このうち、6 月 10 日に昆布森沿岸で採集された 3 個体は本事業により芦別ふ化場より

放流された耳石標識魚（平均尾叉長 51-53 mm）であり、4 月 5 日～5 月 1 日放流群が 1 個
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体、4 月 26 日～5 月 9 日放流群が 2 個体で、平均尾叉長は 62～67 mm と小型であった。 
（１０） 4 月上旬と 5 月上旬に釧路川に放流された ALC 標識魚の再捕個体数は、5 月上旬放流群

（平均尾叉長 54 mm）が 4 月上旬放流群（平均尾叉長 40-41 mm）に比べて港湾では約 2 倍、

沿岸域では 9〜16 倍多かった。4 月上旬放流群は、港湾で再捕された個体と沿岸域で再捕

された個体の体長の間には大きな差があったが、5 月上旬放流群では港湾と沿岸域で再捕

された個体の体長は連続的に増加しており、放流時期によって生息場所や成長に違いがあ

ると推測された。 
（１１） 昆布森沿岸で採集されるサケ幼稚魚は、栄養価の高い体長 2 mm 以上の大型カイアシ類と

端脚類を主に摂餌しているが、2014 年に採集されたサケ幼稚魚は、6 月中旬に小型カイア

シ類や毛顎類、7 月初旬には大型カイアシ類や端脚類、7 月下旬にはオキアミ類を主に摂餌

していた。サケ幼稚魚の重要な餌となる大型カイアシ類や端脚類は 6 月に多く、7 月になると

減少する傾向がみられた。2006 年以後の個体数密度を比較すると、2014 年は大型カイアシ

類が少なく、端脚類は最も多かった。 
（１２） 6 月 24 日から 7 月 2 日にかけて道東の沖合で岩手丸によるモニタリング調査を実施した。表

面水温は 5.4℃～19.4℃であり、特に沖合では北上暖水の影響によりサケ幼稚魚の適水温

を超える地点が多かった。また、表面の塩分は沿岸から沖合にかけての多くの地点で 33 未

満であり、沿岸親潮の影響を強く受けていると考えられた。沖合域ではサケ幼稚魚が採集さ

れず、サケ幼稚魚は水温が比較的低い岸寄りに分布していた可能性が高い。 
（１３） 岩手沿岸から北海道沿岸に至るサケ幼稚魚の回遊ルートを探るため、気候値を駆動力とし

た粒子追跡実験を行った。海流による受動的移動のみでは、北海道沿岸に到達しなかった

が、能動的移動を考慮したケースでは、東北沿岸に投入した粒子が胆振・日高沿岸や道東

沖にまで分布することが確認された。なお、サケ幼稚魚の体長に依存する遊泳速度パラメー

ターを得るため、様々な水温に設定した海水中で成長実験を行った。 
（１４） 北海道（昆布森）沿岸で採集された耳石標識サケ幼稚魚の降海・成長履歴を耳石日周輪解

析により推定した。岩手起源サケ稚魚は 3 月下旬～5 月上旬に尾叉長 48-57 mm で海水移

行したと推定された。一方、北海道起源のサケ稚魚は 4 月下旬～6 月初旬に平均尾叉長

59-61 mm で海水移行したと推定された。平均日間成長速度は、岩手起源魚で 0.82 mm/日
（2012 年）、北海道起源魚で 0.58 mm/日（2011 年）と 0.74 mm/日（2012 年）であり、成長速度

には年変動があり、北海道起源魚よりも岩手起源魚の方が成長の早いことが判った。 
（１５） 絶食試験を行い、栄養状態が悪化したサケ幼稚魚の判定基準を、暫定的に肥満度(CF) 6.0

未満、筋肉トリグリセリド(TG) 0.3%未満、血漿 TG 20 mg/dL 未満と定めた。野外調査（沿岸）

で採集した魚を調べてみると、CF は 6.0 を超えているものの、筋肉 TG は 0.3%未満に低下し

ている個体も認められ、体内に貯蔵しているエネルギー量には大きな個体差のあることが明

らかとなった。 
（１６） 2014 年 5〜7 月に、北海道太平洋沿岸の新ひだか町静内春立および釧路町昆布森近傍の

定置網等で漁獲されたスケトウダラ 141 尾の胃内容物を調査した。サケ幼稚魚を捕食してい

たスケトウダラは、静内春立で 11 尾（供試魚の 11.0%）、昆布森で 4 尾（同 9.8%）であり、サケ

幼稚魚の捕食が確認された時期は静内春立で 6 月上旬〜下旬、昆布森で 6 月下旬〜7 月

上旬であった。来遊資源の低迷が顕著になったサケ 2006〜2008 年級群について、定置網

により漁獲されたスケトウダラが、本小課題で観察されたサケ幼稚魚の捕食状況と同程度の

強度でサケ幼稚魚を捕食していたと仮定した場合の影響評価を実施した。その結果、定置

スケトウダラによるサケ被食減耗を考慮しても、その影響は極めて軽微であった可能性が示

唆された。 
（１７） サケ稚魚の沿岸域における動態調査および各地域における生き残りに適した放流条件を検

証するため、北海道太平洋沿岸の芦別ふ化場、豊畑ふ化場と知内ふ化場および岩手県の

下安家ふ化場と津軽石ふ化場より、12 種類の耳石温度標識を施したサケ稚魚合計 1,520 万

尾が計画通り放流された。 
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第３章 総括と今後の展開 
 

太平洋沿岸域におけるサケの来遊不順に関しての要因と対策を探るため、「近年の太平洋沿岸

におけるサケ資源量減少は幼稚魚が沿岸からオホーツク海に至るまでの初期減耗が大きな要因で

ある」ことを作業仮説とし，１）サケ幼稚魚は，オホーツク海に入るまで沿岸（陸棚）に沿って回遊する、

２）太平洋沿岸の海洋環境変動や魚体サイズなどがサケ幼稚魚の回遊と生残に影響する、３）分布

が重複する他魚種との競合や被食がサケ幼稚魚の生残に影響することを立証するために調査を進

めてきた。これまで 2 年間の調査により、以下のことが示唆された： 

 

（１） 5 月下旬から 7 月はじめにかけて本州や北海道太平洋沿岸の様々なふ化場を起源とするサケ

幼稚魚が北海道太平洋沿岸水域に出現するが、移動経路や時期は個体群毎にやや異なる。 

（２） 水温 8℃以上になると渚帯や港湾から沿岸域に分布を広げ、多くが陸棚の沿岸 2-3 km 以内

に分布する。なお、水温が比較的高くて沖合まで均一な年は、さらに沖合まで分布を広げる。 

（３） 胆振沿岸域には、周辺由来のサケ幼稚魚に加えて、日高沿岸やえりも以東のふ化場から放

流されたサケ稚魚が降海後に西へ移動して生息する。また、本州由来のサケ幼稚魚もこの地

域に接岸する。 

（４） 沿岸域に生息するサケ幼稚魚は水温上昇が引き金となり沿岸を東へ移動し、その際に遊泳力

の強い大型魚（尾叉長 10 cm 以上）が先行して移動する。 

（５） サケ幼稚魚は沿岸域で栄養価の高い大型で冷水性のカイアシ類や端脚類（テミスト）を好んで

摂食する。サケ幼稚魚の成長速度は年変動が認められ、個体群間でも異なる。また、栄養状

態も個体差が大きい。 

（６） 春季の太平洋沿岸は沿岸親潮の影響を強く受け、水温変動パターンは年により異なり、沿岸

に生息可能な期間も変動することから、これがサケ幼稚魚の成長と生残に影響を与えている

可能性がある。 

（７） スケトウダラが定置網内でサケ幼稚魚を捕食しているが、サケ資源に与える影響は軽微である

と推定される。 

（８） 各地で行った放流条件を変えた耳石標識放流試験などにより、放流時期と放流時の魚体サイ

ズが幼稚魚の回遊と生残に影響することが示唆されている。 

 

次年度の調査に向けては以下が指摘された。 

（１） サケ稚魚の河川内における降河状況や沿岸における分布と生息環境の関係を把握し、減耗

要因を明らかにするため、さらに継続調査が必要である。 

（２） サケ稚魚が生残できる条件を明らかにするため、様々な放流条件（放流サイズや放流時期）で

耳石標識魚を放流して、河川や沿岸での追跡調査を継続する。 

（３） 降海直後の生息場所（渚滞、湾港）とその環境をさらに明らかにする。 

（４） 太平洋沿岸における沿岸親潮の動向と生態系（餌生物、捕食者など）やサケ幼稚魚に与える

影響を明らかにする。 

（５） 春先の低水温と初夏の急激な水温上昇により、サケ幼稚魚が沿岸で成長できる期間が短縮さ

れ、離岸サイズまで成長できない、あるいは移動が妨げられているか検証する。 

（６） 主要な餌生物のバイオマスの季節変動や年変動がサケ幼稚魚の栄養状態、成長や生残に与

える影響を評価する。 

（７） サケ幼稚魚の体サイズや栄養状態と遊泳力の関係を明らかにする。 

（８） 本州と北海道由来のサケ幼稚魚を比較し、どのような成長履歴を持った個体が北海道太平洋

沿岸まで到達しているのかさらに調べる必要がある。 

（９） 海洋動態（粒子）モデルを拡張すると共に、沖合域における調査船調査を継続し、岩手県など

本州産サケ稚魚が北海道沿岸に至る回遊経路を明らかにする。 

（１０） 海洋動態（粒子）モデルに、水温に依存したサケ幼稚魚の成長率を考慮した遊泳速度や遊泳

方向に関するパラメーターを取り入れる。至適温度や温度選択に関する飼育試験を行う。 
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（１１） 沿岸で体サイズに依存する死亡が起きているのか？サケ幼稚魚がオホーツク海に至るための、

最低限の時期別魚体サイズ(critical time/critical size)を明らかにできないか検討する。 

（１２） 耳石を利用した降海時期と成長の推定、成長モデル、さらには生化学的分析などにより地域

毎に最適なサケ稚魚の放流時期、放流サイズや栄養状態を推定する。 

（１３） 推定された生残に最適な条件で耳石標識魚を放流し、沿岸で追跡調査をするなどして立証し、

放流技術の改善を図る。 

 

沿岸環境の変化がサケ資源の変動に影響を与えていることが示唆されたため、平成 27 年度も放

流条件を変えた耳石標識魚の放流と広域的なサケ幼稚魚の動態調査と生息環境調査を行う。さら

に、耳石日周輪解析や回遊と海洋環境のモデルなどによりサケ幼稚魚の回遊と生残に影響を与え

る要因を検証し、沿岸での成長を加味した最適な放流時期や放流サイズを明らかにするなどして飼

育放流技術の改善を図り、資源回復を目指す。 
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