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Tatsuro Ku切

(Faculty of Fisheries, Hokkaido University) 

I reported at the Biological and Research Committee 

of annual meeting of INP.FC in 1958, that the RF value of 6-3 

and 5-2 fish, which shows the growth of the center portion 

of a scale, could be applied to the identification of samples 

of unknown origins. 

Mature sockeye, which are one of the main obje~ts of 

our salmon fisheries, consists of not only 6-3 and 5-2 age― 

groups, but also of 5-3 and 4-2 age groups. Especially, 5-3 

age group is important as the object of commercial fisheries. 

However, the RF value is not a valuable factor for the pur-

pose of identifying the origin of fish in 5-3 and 4-2 age 

groups. 

Pe~haps the fish of 5-3 and 4:..2 age groups found be-

ing distributed in offshore waters can be considered to in-

clude many fish which may not attain maturity within the 
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year but may mature in tbe following year and spawn as fish 

of 6-3 and 5-2 age groups. And the RF value of scale of such 

immature fish of these age groups is less than that of mature 

fish belonging to the same age groups, which spawn within the 

year. Therefore, it is necessary to find out, instead of RF 

value~some specific characteristics which can be applied to 

both mature and immature groups in identifying the origin of 

salmon in high seas. 

This re}:X)rt mainly concerns with the study on the 5-3 

age group. The ratio of RF value to RS2 representing the 

size of the scale up to tl1e fourth year along the anterior 

radius has been found to be usable and effective as a means 

of identifying the salmon of unknown origin. And this method 

has been actually applied to the salmon sampled in offshore 

areas and thereby the origin of the samples has been prelimi-

narily identified. 

Figure 1 shows the diagramatic re芦 esentationof 

scale measurement of 5-3 age group of red salmon. 

The materials used for analysis were the sockeye 

scale samples collected丘omvarious shore districts and 

waters during 1956 to 1959. 

The RF value of 5-3 year mature salmon is also usable 
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as an effective means of identifying the origin of some salmon 

samples, as in the case of 5ー免 and 6-3 age groups. 

・Table i shows the RF value composition of the Asiatic 

stock and North American stock. 

The upper column shows that of the Asiatic stock re-

presented by~amples off the south east coast of Kamchatka 

Peninsula, and the lower. column shows that of the American 

stock, represented by Bristol Bay samples. 

The RF value of 5-3 age group of reds of the Asian 

origin is a little less than that of American origin. 

Table 2. 

It is thought that there is a considerably great 

difference in the RF composition between 5-3 and 6-3 age groups 

of the same brood year class originating in the same stream. 

This table shows the difference in the RF composition of the 

grcups in the Naknek River. The upper column -is for 5-3 age 

group sampled in 1956 and the lower column is for 6-3 age 

group sampled in 1957. It is thought that the 5-3 red salIDon 

sampled in the high seas include both mature and immature 

groups. Therefore, as men豆 onedbefore, the RF value itself 

is not an effective indicator of ra~ial origin for the samples 

taken offshores. 



Figure 2 shows the hystograms of RF composition in 5-3 

age group of red salmon samples from various areas in the high 

seas. They show only an approximate tendency of intermingling 

of both continental origins in the area. 

In F坦ure.3, ・sho研S the pictures of typical scales 

of 5-3 age groups of both origins. The left side shows the 

.b.sian origin, and the right the American origin. It must be 

specially noted that the Asian type is apparently distinguish-

ed :from the American type in the point that the former has a 

small RF and a co町:arativelylarge IS while the latter has a 
2 

large RF and a small IS2. 

Table 3 shows the comJ:arison of compositi~n of ratio 

of IS2 to証 betweenthe two standard stocks of both conti-

nents. The upper ratio is for the Asiati-e stock and the 

lower is for the American stocks; and there is a remarkably 

great difference bet!'een these two. 

Table 4 shows the comp3.rison of composition of ratio 

of IS2 to RF between the two age groups, 5-3 and 6-3, of the 

same brood year c迫 ssoriginating in the Naknek River. 

Figure 4 shows the com四己sonof composition of即／

邸 2ratio in 5-3 age group among the standard stocks in both 

continents. 
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The top is that of the Nass River stock; the second 

is that of the Bristol Bay stock; the third is that of the 

samples collected off the south east coast of Kamchatka 

Peninsula,・and the last is t祖 tof the Okhotsk Sea stock. A 

remarkably great.difference can be noticed in their composi-

tion between American stocks and Asian stocks. 

Before applying this pattern to the identification 

of salmon samples collected from the high seas, possible 

variations of the ratio of RF to RS2 according to various 

factors have been studied、Forconvenience sake, the ratio of 

RF to RS will be called F-R ratio hereinafter. 2 

So far as the scales are taken from the portion of 

fish shadowed on the picture of Fig. 5, no significant vari-

ations are noted. 

As shown in Table 5, there is almost no significant 

difference in the F-R ratio between the sexes. In this figure, 

the upper column is for the F-R ratio composition of females, . 

and the lower is for that of males. Espec誌1切 theirmeann~ 

values are almost the same. 

Figure 6 shows the relation between the calculated 

body length and the F-R ratio of red salmon of'5-3 age group. 

The dots are dispersed irregularly in all sections showing no 
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significant correlation between the two. 

Table 6 shows the annual variations of F-R ratio. 

The upper three are those of the Bristol Bay samples collected 

in 1955, 1956 and 1957, and the lower two are those of the 

Asiatic stocks collected in 1956 and 1957. There are no 

significant variations noticeable in the ratio according to 

J'JU 
years. 

Table 7 shows the comJarison of composition of'F-R 

ratio of 5-3 age and 6-3 age groups of red salmon of the same 

brood year class originating in the same river, the Naknek 

River. The upper column is that of 5-3 age group and the 

lower is that of 6-3 age group. ・Though there is a little 

difference between the two, it is not so significant as in 

the case of'RF value. Moreover, the F-R ratio of most of 6-3 

age red salmon, whose F-R is smaller than that of'5-3 age 

reds, is considerably bigger than that of the Asiatic standard 

samples shown in Figure 4. Thus, as an important indicator 

of stock origins, this F-R ratio can be applied to the 

identification of the offshore salmon samples which may 

contain immature reds besides mature ones. 

Figure 7 are the pictures of typical scales of 5-3 

and 6-3 age groups of the same brood year in the Naknek River. 
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Though the RF value of 6-3 age reds shown in the right is ap-

匹 entlysmaller than that of 5-3 age fish, the F-R ratio of 

both is not so different. 

From such :EX>ints, the F-R ratio of actual samples taken 

from the high seas was examined. As a result of the e.xamina-

tion, it has been found that this F-R ratio can be used as a 

good indicator for the identification of red salmon of un-

known origin. 

Figure 8 shows the h,istograms of F-R ratio in high-seas 

samples • The p:i.rts shadowed on the graphs can be considered 

to represent the red salmo~which have the Asiatic character 

in appearance, while the blank portions on the graphs to re-

present those having the North American character in appear(— 

ance. The dates in each region refer to those when the samples 

were collected. 

Finally, the ratio of Asia;tic type salmon in the 

samples collected from various areas of high seas has been 

measured for trial. 

Fig. 9 shows the result of such measurements. 

It must be noted that these figures represent only ap-

proximate percentage of the Asian stock comprising a number 

of assumptions. But they are thought to indicate the general 

-7 -



此ooc.32G p--: & 
(2.) 

tendency of distribution of both continental stocks. The per-

centage of .Asian stocks is high in the western side and but 

it is low in the eastern side, with some e平 e洪ionalcases. 

This is perhaps due to the ins匹 ficiency of samples and the 

difference of year, and season, as well as to the possible 

partiality which might be had in sampling the standard stocks. 

In addition, it is also thought that d迂ferentfrom 

the mature groups, the immature 5-3 age red salmon of both 

continents are distributed farther east or 7,est in the high 

seas intermingling widely. 
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A study on 53 age group red salmon stocks by 

scale growth formula 

ウロコの成長形式による 53年群ペニサケストックの研究

久

小

保

坂

達 郎

淳

北 海道大学水産学部

／・ 筆者の一人久保 (1958)は先にベニサケの63、52両年群のウロコの中心部の大きさ R

Fを種族系統の識別形質として用いた。しかし乍ら怜、 52両年群と共に漁業の対象として重

要である 53年群並に42年群に対してRF値をそのま上用いる班は適当でない。何故ならば、

沖合で漁獲される 53,. 42両年群の中には翌年63、52年魚となつて成熟する運命にある個体

が含まれ、これらの個体のウロコのRF値は後掲第 2表に示される通り、 53'42年群として

成熟する個体のそれよりも小さく、沖合水域の魚群に対して実際にこれを用いようとすれば予

測外の誤差を生ずるおそれがある。従つて 53、42両年群に於ける成熟、未成熟いづれの個体

にも共通して用いる高の出来る適当な形質の選定が要求されるに至った。

本研究に於ては取りあえず53.年群を対象とし上記の要求を充すものとしてウロコの中心部

の半径 (RF)と生活の第4年目の半径 (RS2)との比率OOを取りあげ、系統識別形質とし

ての適否を吟味し、且、沖合水域に於ける魚群の標本に適用してその系統分けを試みた。

材料及び方法

本報告に於ては主に下記の地域並に船からの標本を阪り扱つた。これらの中特に下線を施し

たものは夫々の大陸の系統のペニサケの基準魚群として用いた。

1 9 5 5年月山丸 1 9 5 7年広洋丸

1 9 5 6年 永仁丸（ •アジア系基東準群水切ム） 1 9 5 9年おしよろ丸
チャッカ南 域

1 9 5 6年新生丸 1 9 5 6年 Bristol. 西けメリカ系基準群）

1 9 5 7年喜山丸（ アジア系基準群吋つ ） 1 9 5 6年 涵斑IRiver ( 同 上 ） ック海

1 9 5 7年越山丸

ウロコは久保 0 小林が考案した解折カードに 50倍に拡大投影、計測された。計測の要領
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基準群の間に於ける RF値の比較

R FとRS2の比率を吟味する為の基礎として両系統の基準群の間で53年群に於けるRF

値を比絞した。第 1表に示す通り、朋らかにアジア系基準群のRF値はアメリカ系基準群のそ

れよりも小さい。

四油1am匹畑anば 煎佃）邸呻m如匹 s匹血 sto西 3

S t o o k 

Asiatic .stook (oft the 

south-east coast ot 

l!bmo血 t.'ltApen,, 19玲

Nar'th血 erioan8-tock 

~ris'tol 血m

195~ 

RF. (mm) 

.30 .35 .40 .45 .so .ss .60 .65 .70 .75 ; ,E~ —-if? n 

6 14 35 38 12 3 1 1 2 1 0.432 0.663 113 

4 2 19 29 31 31 17 2 O)i93 0.754 135 

しかし乍らこのRF値は第2表に示す通り奮同一起源と考えられる同一年級のs・:5年群と 63 

年群との間に於てはかなり大きい差があり~ 沖合水域に於て翌年63年群となるべき未熟の

5 3年群が成熟遡河すべき 53年群と混合して漁獲される可能性がある時奮 RF値に関して

阿者を混合して取扱う寓は適当ではない。しかもアジ系 53年群のRF値とアメリカ系63 

Table 2 Cle四lElr.l.sano£ 両（四 betweenthe切 0 裂英字四匹ば哄f叫皿m

:t'r0lll如細匹ぅ yearclass, orjgina.ting in the same stream 

(Na1<nelc River) 

RF  (mm) 
Age group 

:r ~ に一チ•お .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 n 

53 2 1 8 11 7 4 2 o,557 o.176 35 

63 1 11 22 59 23 11 o.soo 0.378 108 

年群のRF値とはそれそれの平均値に於ては朋かに異つてはいるが、しかしその分布のかなり

大きな部分に於て重複し、両群の間に朋な境界線を引く事は困難である。

従つて他の方法によつてその成熟の度合が判定出来なければRF値のみを以て起源系統の判

・別をする事は困鼈である。

第2図には沖合水域の 53年群のRF値の分布を示したが上記のような観点から夫々の起源
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に関しては大凡の傾向を現すに過ぎない。今、各基準群の 5 年群の中の典型的個体のウロ ::r5 

を第 5図に示した。アジア型ウロコのRP'の部分はアメリカ型ウロコのそれよりも小さいに拘

らず富海洋生活に入った後の成長量はアメリカ型のウロコに劣らず，むしろそれに勝る傾向が

うかがわれるd このような現象iま生物学的には次の色々な原因によるものと考えられる。

1. 一般の魚類の成長に見られる補償成長の現れか？

2. 成長度が系統により本質的に異るものか？

3. 降海後の生育環境の条件が異るものか？

これら推測される原因の解明のためにはウ p ::rそのものについても更に詳細な研究が必要で

ある。

そのような原因の追求はさておき、 R・F値と海洋生活 2年間の成長駐との相互関係を示す所

の係数が系統識別形質として役立つかも知れないと言う寓は上記の寡実から暗示される。即ち

IS,/RF の比率 もしくは即Aも2の比率がこりに取あげられて良いであろう。

. I8.i 
華準群の間に於ける 余阿比の比較

1 9 5 6年Bristolai_yのペニサケの 53年群のIS2-']郎’比と 19 5 6年カムチャッカ半島

の南東部水域（永仁丸）のぺ＝サケ 53年群のそれとを比較すれば第 5表に示す通り両者の間

に明かな差異が認められる。しかし乍ら同一起源，同一年級の魚群（迫knelcRiverのもの）

Tabl.e 3~on Of四0£Fratio between tbe加 etam.ardstoc1ce 

Stock 

Asiatic Stock (off the 

south-east coast of 

KAmoha tka l'en. 19 56) 

North American stock・ 

1s2 /RF ratio 

2 .5 5.o 3.5 4.o 4,5 5.o 5.5 6,o 6,5 7.o 7.5 r Xに一呼 n 

1 2 9 14 36 22 22 4 1 1 1 4.74 70.996 113 

(Bristol Bay, 17 62 38 11 4 3 3.25 37、437 135 
195~ 

について 53 .-6 3両年群の間でこの比率を比較すれば第4表に示される通りその分布はモー

ドは重なつているが、大きな部分に於て 63年群の方が右側に偏つている6即ちこの 63年群

は前年に未成熟 53年群として沖合に回湖していた時に、成熟近い 53年群に比べて IS2/RF

比に於て高い値を示していた寓になる。従つてこのような未成熟 53 年群の IS½即＇比は第 5
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Scales of typical Asiatic (A) and North American (B) 

red salmon stocks (53 age group). X40 
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Scal~s of 53 (A) and 63 (B) Age group red salmon from 

the same year class, Naknek River. X40 



表に示される所のアジア系基準群のそれとは完全に分離する宴は困難であり、このまょの取扱

では次項のRF/
BS 

比の場合に比ぺて系統識別形質としては不利である。しかしこの形質の示
2 

Table 4 OJ: 匹ヰ的立f誌 RFratio between匹匹 agegroup:J Of red 

珀 lnnn:f'rOm如 samayear class, originating in祉お蕊匹訊m迎 n

(Na: 匹 ilcRiver) 

I 82/ RF ratio 
Age group 

~(x-x>2 2.5 3.0 3. 5 4. 0 4.5 5.0 X 

~q 
53 1 1 1 1 5 3 3 1 五~ 9. 7 5 

6 3 2 1 3 4 2 4 1 8 3 3. 7 3 2 4. 7 4 

i1 

34 

1 0 9 

す生物学的意義は補償成長と関係のある重要なものを含んでいるので、何等かの条件を付する

ならば有効に用いる可能性があると考えられる。しかし本報告に於てはその詳細な検討を保留

し、機会を改めて吟味する予定である。

基準群の間の R?RSi 比の比較

RF/ 各系統を代表すると考えられる魚群を選び、それぞれの基準群と見倣してその RS ※ 
2 

比を比較した。前報に於て 63年群のRF値を扱つた際、アジア系基準群としてカムチャッヵ

半島の標本を用いたが、“その数が多くない慕と特定の河川、特定の時期に偏るおそれある賽か

らこれを用いず、その沖合のものを用いた。

第 4図にはそれぞれの碑ゾ 比OOの分布を示したが、アメリカ系ストックを代表する
BS 

2 

Bristol痴と逸saRiverの F-R比は朋にアジア系のそれよりも大きい値を示し、もし両

方のグラフを重ねたとすれば、 20 -2 1 %の間に頻度分布の谷間が生ずる可能性がある。

尚アジア系基準群としてあげられた二つの群は年次は異るが分布の形状、平均値に於て極め

て良く似ている。

※ 以下本文中ではF-R比と略称する

-1 1-



同一魚群内に於ける F-R比の変異に関する吟味

もし或る形質が同一起源の魚群の内で色々な要因によつてかなり大きい変異を示し、．しかも

その幅が期待される系統間の形質の差異に匹敵する程であれば、その形質は系統識別の形質と

して用いる布は困難となる。従つてこゞで用いようとする 55年群の F-R比には果して一般

に存在すべき条件によつて大きく変異させられるか否かを検討する必要がある。

こゞで吟味の対象として用いられた魚群は厳密な意味では同一起源のものとは言い雛1,ヽ もの

ではあるが、・現在入手出来る限りでは最もそれに近いものである。

ウロコの採取部位による変異如何

詳細は別報文に於て輪ぜられているが、第 5図に示す範囲よりウロコが採られる場合にはこ

の形質の変累は殆んど問題にならぬ程小さく，その平均僅に対する偏差は B<;,以下である。従

つて実際に沖合水域で規定遥り注意して採られたウロコを用いる場合には採取部位の差に起因

する誤差は殆んど考慮に入れる必要のない程小さい。

雌雄の別による変異如何

第 5表に示す通り、雌雄の間には有意的な差は認め醗い

Ta血 5 Variation of即/m2 ratio according to sex (BanlPl.es丘口

皿jin-迫 :ru,'.Ju1::釦g., 1 9 5 6 , 1 6 O'! ー16 rf'E) 

R F / R s2 r a ti o ('p) 
Sex 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 鸞 2に一炉

i 5566771211一

~1 5 2 10 9 9 14 7 5 5 2 1 - 2 

1 17.68 258,2 

17.29 473,5 

n 

廷

66 

RF,RS2は共にウロコの実長の一部分であるから、体の成長の良否に左右されるおそれ

があり、従つてそれらの比率も体の成長度と何等かの関係があるかも知れない。もし体長とこ

の形質の問に相関があり、しかも漁獲条件の差特に網目の選択効果があったとすれば、実際に

-1 2-
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体成長度に於て異るペニサケの系統の比較は無意味なものになる。第6図には比較的狭い水域

内で短い時期に集められた標本に於ける F-R比と体成長度との関係を示した。

こ:では体成長度の基準として実体長を用いず'4年目推算胴長を用いた理由はRF、RS
2 

共に過去に於てすでに形成され、漁獲された年の季節とは関係のないウロコの部分的な大きさ

であるに対し、実体長は季節と共に増大するものであり、更に別個の要因に基く変異を含む可

能性があるからである。この図を一見して判る通りこの形質は殆んど体成長と無関係である。

この事は夫々の平均値により全分布を区分して得られた四分表について丑ー検定を行っても朋

である（ふ o.0 3 8 5 , 相関の危険率： 4 2気J。

年度による変異如何

ある形質が年により変異するか否かを論ずる場合、それが存在しないと断定する寓は極めて

困難である。しかし乍ら実際に二三年の間の変動の状態を観察すれば年による変異の有無を大

凡推知する賽が出来る。

この目的でアジア系の基準群と見なされるカムチャッヵ半島南東部水域の 19 5 6年、 57 

年の魚群についてこの形質の年変異の有無が吟味され、又アメ ）力系の基準群の一つである

Brisml R.iyの19 5 5、56、57年の魚群について年変異の有無が検定された。その結果

Table 6 年 m.a.1匹 iationof証濫2

I.ocal1サ 五 2ratio00 
匹

文 ~(x-x)2
R臼正江畑

y匹 n 

{" 
2 2. 1 7 0 8.3 7 0 → :・・・・・・・--・・・-::-・t = 3. 2 5 

・・・・・・・: ゞヽ．．．． ．．． 

記 sto1匹 5 6 2 3. 7 3 1 0 4 4.4 4 1 3 5 , .．. ..•. ・・ ... ・・.. ・．・． ・::-t一0,2 2 3 
・・・・・:,::・ .. 

5 7 2 2. 3 0 6 5.5 7 1 4 ぶ.-::::.... :・: ぶ・,.. t一1.9 2 

—吟 Of {5 5 6 
1 8. 2 1 4 0 8.2 8 1 1 2 

.． .. ．． .. ．． .. ． .......... . .." .. ".". ::: .. t = 0. 2 7 4 
血 Alalltianwaters 7 1 8. 3 6 7 4.2 2 8 7. 

は第6表に示す通りアジア系のものでは年変異は朋かでなく、又アメリカ系のものでは極めて

小さい変異があるのみで、前述した所の二系統の間の差異に比すれば殆んど無視し得る程小さ

い。しかし知祭には出来得る限り同一年次の標本を取り扱って偏差を小さ＜する事が望ましい。

-1 7-
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成熟群｀未成熟群の間に於ける差異如何

F - R比の変異の吟味の中でこの問題は最も重要である。即ち、先に述べた通り、沖合水域．

を回消する 53年群では、.・63'Ii 52年群の場合と異り、その中に成熟して間もなく祈河すべき

個体と。未成熟のため次の年に 63年魚として成熟祈河すべき運命にある個体両群が含まれて

いる筈である。

前掲の第2表に朋にされた通り恐らく同時に発生し、しかも同一起源と推定される魚群に於

て55年群のRF値は 63年群のそれよりも大きいo換言すれば淡水生活時代の成長の良否は

成熟年令の遅速と関係があると言う亭になる。このような見地から RFの値そのものは沖合水

域に於ける 53年群に対しては有効な系統指示形質とは言い醗いがF-R比についてRF値と

同じようにNa.lala'lcRiver の材料を用い同一年級の 53'63両年群について比較すれば第7表

の示す通り平均値の間には差は認められるがその分布の主要部分特に母平均の信頼限界は重複

Tabla 7 C四已sonOf郎／即2ratio between the two四葵如0ll芦 ofroo. 

age groups 

蕊上立l:f'ran tha蕊皿1year class, trigi.nati.ng in the蕊 匹

stream (Na.lme1<: Ri. ver) 

R~B,1 r a t 1 o (<f>) 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29'i ,E(x一 狂 to.01x証．lN 
n 

53 2 2 1 1 8 3 5 6 2 2 - 1 1 22.383 262-021. 21-073-23,693 34 

63 1 3 5 7 20 19 22 18 5 3 2 2 1 21,444 502.686 20,936-21.952 108 

しており、 RFの場合のような著しい差異は認められない。これら両年群の中でそれぞれの特

徴を良く具えた典型的なウロコ (Na1<ne1c氏のベニサケ）を第 7図に示す。更にカムチャッヵ

半島南東部水域の魚群でも両年群の F-R比には殆んど差異は認められない。

従つて沖合水域に於ける 53年群に対しては魚の成熟の如何に関せず、この形質の適用が可

能となるであろう。更に上記の寓実と F-R比の年変異の小さい寓を併せ考えるならば、同時・

に得られた 63年群標本のF-R比も 53年群のそれに混合して取扱う革が許されるであろう。

-1 8-
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沖合水城の 5 3年魚群に於ける F-R比の分布

沖合の各水域で得られた 53年群の標本を観察し、そのF-R比を計算し。夫々の魚群に於

けるその分布をヒストグラムで示せば第 8図の通りとなる。

前に述べた通り，両系統の基準群のF-R比のヒストグラムを重ねたとすれば 20-2 1鴨

の部分に両系統の境界線を想定出来るが、しかし 19 5 7年のBristolBa,yの63年群（即ち

前の年には沖合で未成熟の 53年群であった所の）の F-R比のグラフを見れば、左側の急傾

斜は 19-20%の部分にある故に、沖合水域に於ける未成熟群の混在を考慮に入れるならば

系統識別の基準としては 20'1, の部分に境界線を考える方が無難である。尚こしでアメリカ系

基準群として BristolBa,yの魚群を用い、 NassRI.var のそれを省いたのは、久保 (1958)

の考察によれ~!Bristol Ba,yのペニサケがペーリング海並にア））ユーシャン水域に回溺するか

も知れないと考えられるに反し、・南東部アラスカ並にカナダ沿岸のベニサケは年令組成の上か

ら見て北太平洋海域には現れないであろうと推測されたからである。

上記の区分に従って第 8図では夫々のヒストグラムの 20 %の部分より左側をアジア型の魚

の組成と見なした（図中ではカゲを附けた部分）。

沖合の魚群の系統分けに対する F-R比の適用

a
 

前項に於ては沖合水域に於ける魚群を見かけの上で両系統の型に区分したが、更にこの結果

に基き前報の方法により沖合水域に於ける両系統の魚群の混合割合を近似的に算出した。

第 5図に於ける各基準群の F-R比のヒストグラムの 20'1, の部分に境界線を設定すれば、

アメリカ系基準群の中のアジア型個体即ち、 F-R比20%以下のものの組成は 11伶となり、

同様にしてアジア系基準群の中のアメリカ型個体即ち F-R比20 %以上のものの組成は 17 

伶となる。

・下記の模式図に於てアジア、・アメリカ両系統の基準群の全組成 {100%}を夫々 A,Bで

表わし、互に重複して他の系統と見誤るおそれあるものの割合 ('Ii)を夫々 b並に aとすれば

次の式が得られる。

-2 3-



a/B=a=0.1 1 

b/A=/3一0.17 

＇ 柑
e
息
七

A
 

B
 

この a,{3の値を次の方程式に代入すれば起源未知の 53年群ペニサケの中のアジア、アメ

リカ両系統の個体の組成はそれぞれX,Yとして求める事が出来る。

(1 _-B) X + a Y =RA・ • • • • • • • • • ・Ho(1) 

(f. -a)Y+Bx=RB•············•(2) · 

（但しRAtま起源未知魚群の中の見かけの上のアジア型の魚の組成を示し、 RBは同じくア

メリカ型の魚の組成を示す）

第 8図に示される沖合水域の魚群に於ける見かけの上の二つの型の組成からRA並にRBを

知り，上記の方程式を用いて両系統の個体の混合割合を算出した。

この結果に基いて第 9図には沖合水域の 53年魚群の中のアジア系ベニサケの混合比率を示

した。

前報に於けるアジア系ペニサケ 63、 52年群の沖合に於ける分布の推定値とこ入、こ示した 53

年群の分布状態とを併せて考察すれば沖合全水域に於ける両大陸系のベニサケの混合割合が推

定出来よう。

但しヽ歎密に言えば42年群ペニサケについても観察及び考察が必要であるが、一般にこの

年群は他の 3つの年群に比してその組成は余り大きくないものであるから、これを保留して一

般の傾向を論じても大きい誤はないものと考えられる。

第 8図を観察して両系統の魚群の混合の状態が大凡推測出来るが、更に第 9図の示す所によ + 

りかなり具体的な数字によつて推定がなされる。

一般的傾向として前報に於て 63、52両年群により観察し得た結果と同じく北太平洋の西側

に於てアジア系の魚の出現多く東方に偏る程それが減少している。しかし乍らその減少の傾度

が 63'52年群の場合程著しくなく、又場所により予想外の数字を示しているものさえある。

その原因の一つとして擦本の採集の過程に無理があり、従って標本数も充分でないが、更に大

-2 4-. 
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きい原因として考えられるものとして、再三述べている通り、 53年群中には翌年63年群と

して祈河する運命にある未成熟魚がかなり多く含まれているものと推測され、このものは恐ら

く予想外の回溺行動を取っているかも知れないと言う賽である。例えば 17ぎw-1arf'の列

島南側の水域に於ける 47 %の数字（新生丸）は 5月の標本であり、 6月以降に於ける他の標

本の数字と著しく異つているが、この材料に関する調査担当者の資料（未発表）によればこの

魚群には未成熟魚が甚だ多く含まれている。

又、 16'1'E , 5 rf'N辺で得られた広洋丸の標本に於ける 83 %は意外に小さい値であり、

又、ベーリング海東部に於ける越山丸の標本の 26%は大き過ぎる数値であるが、これらは両

系統未成熟群の広範囲な移動交錯と言う寓を以て説朋出来よう。

更にもう一つの原因として考えられるものは現在両系統のペニサケの基準群として選ばれた

ものの他に別個のストックがあり、その形質が偶然に他の系統のものと類似していて一種の誤

差を招いているかも知れない。しかし、このような未知のストックはその藍に於てそれ程大き

いものではないと言うことはこれまでの漁獲統計より推測される。

摘 要

1. ペ＝サケのストックの主要な四つの年令群 (42、 52、53及び63)の中で比較的大きい

組成を有する 53年群のウロコの型と種族系統との関係を論じた。

2. 湖水生活時代を表す部分のウロコの大きさ（前部半径RF)は52、63年群の場合と異り、

系統識別形質としては 53年群に於ては有効ではない。

3. 2年間の海洋生活時代を表すウロコの成長屈 (Is2)とRFとの比、並にRFと海洋生

活 2年目～ウロコの大きさ（前部半径RS2)の比特に後者は系統識別形質として有効であ

る。

RF 4. /RS の比率に於てアメリカ系ぺ＝サケはアジア系ぺ＝サケよりも著しく大きい。
2 

RF 
5. /RS の比率の組成から沖合水域の各魚群に於けるアメリカ、アジア両系の魚の混2 

合割合を推測すれば、ペーリング海に於てはアメリカ系の魚がかなり多く、列島南側の水域

ではアジア系の魚が比較的多い傾向が認められる。しかしこれらの傾向は 63、 52年群の場

合程著しくない。
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