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Abstract- An adult coho salmon (Oncorhynchus kisutch) was accidentally caught tn the Chitose
River, HOkkaido On December 3, 1997. The morphology and allozyme pattern (sMDH-B1,2) Of the
specimen were described t0 compare with these Of other Pacific salmon. The scale pattern suggest-

ed that ft was wild coho salmon male (age 1.1). The fish had an unusual body color, indicating pig-
ment mutation.
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緒 言

ギンザケ (OWOr けHChMskiSM 。M は，北アメリカの

カリフオルニア州からアジア側の沿海川中部と ，サハ

リンまでの河川に遡上して産卵する．ギンザケは 日本

の河川に逆上して 産卵することはないが ， 索餌回遊中

に沿岸でも漁獲され ， 稀に北海道や青森県の河川に迷

い込みとして遡上した例が報告されている 征田 l954;

真田 1996)．北海道では 1970 年代に・北アメリカ産ギ

ンザケの移殖放流が試みられたが ，数年で中上．された

(石田 ら 1975,1976; 奈良 ら 1979:梅田ら @981).

COntribution A N0. 5 from the National Salmon Resources

Center.

日本海に注ぐ北海道石狩川水系千歳 川は，道内でも

有数のサケ (O． ぬ叱) 増殖河川であ り，さけ・ます碓

作放流事業発祥の 地でもある．十歳川ではサケの他に

も，サクラマス (O． mM 。山，カラフトマス (O ・ gor-

MJCA 。)，ニジマス (O・ my&iM) ，アメマス (sofVMnTMJ

ルMCOmneH め，ブラウントラウト (SMmofMM) など

のサケ科也 類の生息付確認されている．

@997 年 12 月，上記魚類とは 外見が明らかに 異なる

サケ属魚類が，千歳川で 捕獲された．形態の 特徴や鱗
相，アイソザイム・パターンの 特徴を検討した 結果，

ギンザケの雄であることを確認した． また，上顎が顕

著に湾曲し，形態的にはサケ 属雄の二次性徴が 明瞭に

認められたにも 関わらず・婚姻色は 現れておらず ， 色，

素変異個体ではないかと 推測されたので ，ここに報告

@ 1998 National Salmon Resources Center する 
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Fig. 1. Map Of the Chitose River showing the sampling site

(solid circle) where the coho salmon was captured.

Table 1. Measurements and counts ofcoho salmon caught in the

Chitose River.

Character

TOtal length

BOdy length

FOrk length

BOdy Depth

680 mm

550mm

660 mm

126 mm

材料と方法

本報告に用いた 材料は， 1997 年 l2 月 3 口 ，石狩Jll
河口からおよそ 70 km 上流にある千歳Llサケ捕獲用捕

仏 車にて捕獲された (F甘 L ・当口の人候は 晴，水温

は 5L であった．捕獲された個体は「十歳サケのふる

さと館」において m での地下水を 供給した円形水槽

(500L に蓄養したが，およそ2週間後の W97 年 @2 月

15 日に弊死した．その後直ちに全反，標準体長， 尾叉

艮， 体局 ， 頭艮 ， 吻艮，上顎艮，両眼間隔幅， 眼径 ，

尾柄高 ， 尾柄長 ，体重を測定し ，冷凍にて保存した．

脊椎骨数はレントゲン撮影により確認した． また背鰭

条数 ， 尻鰭条数 ，左側第―鮎リの鰍杷数 ， 鰍条骨数 ，

幽門垂数を肉眼により確認した (Tablen ．

形質がギンザ ケとサクラマスの 2種に重なっていた

ため，標本の 筋肉の ―部を採取し，電気 泳動法

(Aeherssold etal ． 19871 によりリンゴ 酸脱水素酵素

ね MDH-B@.2@ のアイソザイム・パターンを確認した．

比較には l988 年に卵で輸入した北米産ギンザケを継代

飼育した幼魚、(高山 1996) と千歳Hlで捕獲されたサ

クラマス幼魚を用いた． また採鱗後，グリセリン・ ゼ

リ□封入法により鱗標本を作製し ，実体顕微鏡により

鱗相の解析を行った ．

177 mmHead length

結 果77 mmSnout length

110mmLength Or upper jaw

形態 標本は尾叉長 nnom@Tl ，体重3， l50g の成熟し
62 mmInterorbital space

た雄で，尾鰭の切れ込みが弱く，尾柄部は人くがっし
13 mmEye diameter

りとしていた．生存時の 外観は全身が 黄白色を呈し ，48 mmCaudal ・ peduncle depth

婚姻色は全く 現れていなかったが (Fig.2)， 弊死後は71 mmCaudal peduncle length

全体的に体色が 黒化した．3,150 gBOdy weight

上顎は顕著に 湾曲し，形態的にはサケ 属の雄の二次13Number ・ of dorsal fin rays

性徴が明瞭に 認められた．眼球は 出色で，背面には 尾16Number Of anal fin rays

柄部にいたるまで小里 卜 が散在しているが ，側線より24(10+14)Number 0f gill rakers 0n first arch

下方ならびに 各鰭に里七 は認められなかった ． またギ58Number ofpyloric caeca

ン ザケに認められるとされる ，頭部背面の」、里む印田65Number 0r vertebrae

谷 l993) も確認できなかった．13/13Number 0r branchioslegal rays (left/right)

Table 2. MOrphological comparison between the present specimen and ? species 0r Oncorhynchus  (Masuda e@ a1. 1988. HOsoya 1993)  

Species Nu@nberofNumber ofNumber ofNumber ofNumber of

：@e 「 ttehracpyloric caecagill rakersanal tin raysdorsal fin ravs

Presentspeclmen

0. tWTkiss

O ． @HaFou

O ・ fzer 比

0. kimM@c.h

0. @shawv@Ac 仇l

O ・ kp@n

0. AOrbuy¥cha
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12-17

 
 
 0-15

 0-16
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  北米産ギンザケ幼佳 および千歳 Jl@で捕獲された サ

クラマス 幼佳の SMDH-B I ， 2 遺伝子座のアイソ ザイ

ム・ パターンを上ヒ較したところ ，本標本はサクラマ ス

とは異なった 泳動位置を示した (Fig.5).

考 察

道内における 過去のギンザケの 週上例としては ，

1954 年 9 月 10 日オホーツク 海に旺 ぐ渚滑川で捕獲され

た個体の報告 や (疋田 1954)，遊楽部ハ l， 尻WU1l など

でも報告があ る (益田 ら 1988)．千歳川lにギンザケが

湖上したという 報告はまだ無いが，未発表ながら 1993

年 9 月 20 日に千歳川 lで捕獲された 不明種の記録 ヵ残っ

ている・ 尾叉長 615mm ，体重2 ，600g ，幽門垂数68

本， 鯛記数21 本の雄で，鱗の解析から年令は IH であ

った． この個体もギンザケであ った可能性が 塙い ．

近年三陸沿岸などでは ，ギンザケの海面養殖が盛ん

になり， 逃逸 魚が周辺河川 lに遡上することも 考えられ

る・千歳 Jll流域も，ギンザケを飼育している 施設があ

る ・ しかし放流魚では広くなる傾向があ る鱗の淡水

帯の幅が狭いことや (大熊 1997)，色素変異個体の飼

育例がまだ確認、されていないことなどからも ，放流魚、

の可能性は低いと 思われる ．

  
 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 了 0 寸寸 て 2

Fig. 5. Starch gel allozyme patterns Of sMDH-B1,2 ;n the

muscle Of salmon. ACE? was used as buffer (Aebersold

et a1. 1987). 1-5, coho salmon; 6, present specimen cap-

tured fn the Chitose River; ?-12, masu salmon.

また，ギンザケに発現する背部と 頭部の濃い青緑色，

体側のわずかにくすんだ赤色ないし鮮紅色といった 婚

姻色は (真由 1996)， 本個体では全く 見られず，全身

が黄白色であ った・サケ 属 魚類においても ，人工飼育

下でのサケやニジマスなどに ，遺伝的要因により メラ

ニン形成が行われなくなる 白化現象 (albinism)が確

認されている・ 目吠 界での色素変異個体としては ， 天

塩川lのサケ (疋田 1958) ，北太平洋で捕獲されたべ二

ザケ ¥0.ne什¥/a)b笠原 1963)，また日本海北部の流し

網 (大内・黒岩 1963) と北洋漁業の 流し網 (疋田

1965) で漁獲されたカラフトマスの報告例があ る． 本

個体は眼が黒く ，体表にも小里班がみられるが，体表

が黄白色であ ることから、 不完全な白化現象のように

 古、 われる  
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