
北方産 魚、 類の生態調査

I 樺大 、 築磨附 近の浅海魚 と 其の季節的

消長を主とせる 生態 的考察 (をのの

山 本 喜 ― 郎

W 採集魚の習性

シ ン  I・ 0 ・ J@0M0 ぉ d

常地光に於ては，4， 5月大群をなして 接岸産卵する。 卿化後の稚魚は 7月上旬全長 30-40mm で始

めて採集され 爾後常沿岸を 索餌回旋して 居るもの L加く 9月下旬迄毎月採策 された，

カラ フ ト マス2 ・ 0 ・ 70r&HgGA 巳

本地方に 於ては本種の成魚が 例午 6-7 月に多量漁獲される。 "本地光では前記全長 120-130mm の

幼魚が小 群國 をなし初夏 た祁倣する。

ケサ8． 0 ， ん gfひ

 例年，5， f乃全長50-80mm の幼魚が 稀ならす採集ぎれる。

 マ4， O ． mtぼ 80廿

本種は卿イヒ後―年間河川にて 棲息するのが 普通で採集標本の 如き職 化後―年未満の 幼魚の沿岸で

珠捕されることは 極めて 稀 とさタLている。

ア メ マ ス5． & ． 'ねWあ肌ば c心$

本地先に於て低全長 150-300 田m の若い魚が量的にぼ 多く方いが 稀ならす採集される。

ヵヂ6・ R ・ J"poM 。船

本極は常地先に於で春，秋の雨季節に小群をなして 火旋 L-，量自りには多くないが普通に 漁獲せら

れる種類で，春季は 120mm 内外の中型群が 多く，秋季9月初句に 6e0-70mmI の小型魚，9月下旬・10月  

には之等小型魚に中型及び 人唄 (180mmn以上)"のものが混じて 漁獲される。 呑季の魚群 も常地光

附近に於てぼ庄卵 は認められない。

キ ウ リ ウ ヲ7， 0 ． 7c@ け e几

本地先には 7， 8 月 索餌の窟/N、 群をなして木滅する。

8． r んばん "uuee?t丸 s Aa@ ゐ@".(fi@@．おS ウ グ ヒ

営地先で普通に 見られる Tribolodon で，春季及秋期には小群をなして 来碓する。

シべ リヤウグヒ9． Z か巳 7ムdf7

本種ほ営地先では 稀に見られるもので 昭和18年6月小群をな十， て来雄せるものを採集した。  

全長S20-33frm品
10 ． G ． "C ，，Z。"#'@， s <Lc@u/em,iu ， & イ ト ウ ヲ

全長 70-80m ， m の個休が晩春より 初夏にかげて 稀に採集され，其の 敷 も極めて少 い。

サ ・ョ リu ・ぽ・ MJO? ・#

飴地充に於ては夏季 稀に見られる種類で ，筆者は昭和13午8月に全反 180-155inm]の個体を敗尾採

集せるのみであ る。

マ サ バ12 ・ 8 ・ フ apci 凡 「 仰8

本地方に於ては例年初夏に 本種の成魚が 相常漁獲される。 本地光に 於ては前記の 如き全長 HO ―
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140mm の幼魚が唯― 度十戴尾 採集された。

ハ タ ク： タI3 ・ カ・ 70TOH 止W ト  

本地先に 於てほ9-10 月産卵の窟来雄するが其の 量は多くない・胡夏5， f月にほ全長 20-BOminの

幼魚が採集される。
オウシウ 7J  グ 14. @@'. borealis

極めて ．稀に見られ昭和は 年f月に全長4.5-55mm の幼魚を採集せるのみであ る。

 ェ ゾメノぐノレ I5 ・ & ， LG%mWoW8 ゐ ?寸

8 ， 9月の頃にり、群をなして来 旅する。 昭和Ir年9月にぼ全長 o0mni 内外の幼魚 o 小群が見られ，・昭

和I9年8月にほ全長工10―I30mm の個体が小群をなして 来雄した。

ク n ゾ イ  16. 8- schlegeri

夏季に全長 51)―cumm の幼魚が 稀ならす採集せられるが ，其の敗は少 く 常に1-2 尾である。初秋

に稀に大型魚が 末減し昭和 19年9月には全反ば Oinm の本種を―尾採集した。

ホ ッ ケW ． R ， 仁。肌$
 
本地先でほ 5 ， 6月に大群をなして 米糠する。 此の時期の 本種ほ 主として 錬の卵を食餌とするもの

L 如く胃申は錬卵で 満たされていた ， 亦錬卵の雌化した6月中句のものでほ 牛ぽ腐敗した練の 鰭，

卯の外に Oainmmaru8 類が約20分程混じて見出された ，秋季にも来減するが 春の如 く大群をなして

 居 らす， 常に簸尾を探集せるのみであ つた。

フ、ヂ アイナメ18 ・ 刃・ 0。 寸 。7T 。mHLW5

本種は常地先で普通に 見られる 極類て秋期9， 10月には成熟せる 卵を有する成休が 採集さ カL其の時

期には皆鰭の練は赤味を帯びている。 卵は略々 固形で遼明であり桃色の頼粒が散在 I@ている。卵征は

約2・ Omm である。夏季には全長 100mm 内外の幼魚が 稀ならす採集されるが 量的にはあ まり多くな

L：  

シモフリカ ジヵ19 ． M ． LT ばれ 7fi

稀ならす採集される。 普通全長 150mm 内外の幼魚が 多く稀に 4皿mm 程度の成魚が 採集される。

ギス カ ジカ20 ． M TQH4 れWF

営地先に 於て最も普通に 採集せられる COttid叩で 殆ど周年見られる。 春5月 申旬IO田山内外の稚

魚が見られ採集 仏、 ほ主として幼魚・であるが時に300mm 以上の成魚、も探集された。

イトヒ千カジヵ21. A. sanderi

本地光に 於て稀ならす採集され ，春季4月に産卵 し，卵は直径I・ omm で職化後の稚魚、は5月中旬全

長100mm で始めて採集され 爾後10月造本地先で 稜育成長する。 親魚は主として 春季に採集された

が他の時期にも 稀低は株集される。

 べ22. B- elemns

量的には多くないが 稀ならす採集される。

イリノぐテ ングウ23 ． B ． drQ 小MS

本地光亡於て普通に見られる 種類で春 5 月には全長 10-20iii@n の稚魚が多数採集され 爾後秋まで

之等幼魚．が毎月相常数採集された。全長20m凹に達する大型の 成魚、も之等幼魚、と混じて時 々 見られ

るが概して秋に 多い様であ る。

シチラウウヲ24 ， 乃． @・ 08F  Of ・u$

夏季に全長 IO0mm 以下の幼魚が 敏ほ勘いが稀ならす採集され ，秋期にほ之等幼魚、に混じて全長

200mm 以上の成魚が 間人見られる。

ヤ ギ ウ ヲ% ， P ． &0r& 。而

営却先で普通に 見られる種類で 6月中旬全長 30mm 内外の幼魚が 採集された。  孫集個体中最大の
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ものは全長 IQ5mm であ る。

タカシマ クサウヲ26. L- takashimensis

稀ならす採集され ，普通全長I20-- ュ50mm の若年魚が多いが 時と [，て300mm 之越える成魚叫 採集

される。春5-f 月に全長o0mm  内外の幼魚丘敗尾採集した。 食餌は大型魚でほ 底棲魚な主と 。，て居
ると思はれ，日中にほ Pholtdtpus dybowskii ， A ，gyrocottuS zandeii の幼魚、が認、 められ少量の ス ガ

モ (Phyllospadix) も認められた。

27. C ， 0m，，iularis an ，n，u，ぬ，・7， ビ リ ン ゴ

7月に6U-65ini@n の成魚が小群をな t， て来倣し ， 8 月下旬亦ほ9;@@にほ企良 35mm 内外の幼魚が 採集

せられる， 7月末推の成 "‥ほ 産卵の為と月 、 ほれす生殖菓は鍍達 せす，胃はアミで充襯 i，ていた。 

シワ イカナゴ  左@・ B ・ 叱 &Ow ，んせ 7

例年胡 下旬より体長 60-7Umm の成魚が少しづつ 見られ 4， 5月と次第に数を 増して来る， 6月に

入ると前記二女性徴が 明瞭となり味減魚群は 最も多くなり ，産卵ほ普通 7 月上旬よ p 中旬の間に行

ぼれる。 卵は略人 固形で直脛1・ 7-1 ・ 9m 叫 卵膜 ほ遼朋で梢人 厚く，卵黄ほ淡黄襯色で牛透明，糊粒

之 布し大小数 卜ケの油球を有している。 粘着性で敗十 ケの卵が互に葡萄状に 連なり海藻に 粘着して

いる。職化ぽ約 ―過問で行はれる。 産卵を終つた 親魚ほ次第に常地先を 去り 7 月末には殆ど 見れら

ない。雌化後の仔魚及稚魚の習性に 就ては未だ知り 得ないが 9 月下旬本種の幼魚と推定される 全長
40--@50mm の幼魚が毎年採集される。 食餌は Cr@stacea (特にCOpepod.i が多い) を主として消化 管

には常に COpepode が充満しているのが 見られた。  

ムロランギン 未28. P. dyboicskii

本踵 は営地先に 於て採集される Bleniidae 中最も普通な 種類で 5月中旬 15Tnm 内外の稚魚が 採集

されZ が10月下旬I00-150mm となる迄毎月見られる。 亦之 と共に全度200-300mm(D 本踵も営地

先に常時棲息すると 思ほれ毎月採集された。 採集個体中最大のものは 420mm であ り其の眉中仕牡

C ，ust@cea C山mmma ，此類 ) が充備して 居つた。

ジ  ガ30. 0. ocellatus

本種も亦 普通に採集される Blenndae で春季 5， 6 月に全早10-20 皿m の稚魚を多数採集した。 採

集個体 申 最大のものは 休長 160mm で，8H には40-E0, 80-1 皿， I30-150mm の劃然たる3群が見ら

れる。

ニシキギンポ31. P. mfc@'雌

敗ほ 多くないが本地先に 於て殆ど毎月採集される。 7， S月に全長 40mm 内外の幼魚を 採集した，

最大個体の体長 290mm.

チシマ ギンポ32 ・ P ・ d0Z を C九 07Q$f6T

;昭和19年のみ採集 L， た， 6， 7月に成魚，8月以降ほ全長30-60mm の幼魚のみ 珠集された。

ヒ メイトギンポ33. J%. pulche'r  

産卵は4， 5月頃で卵は卯明な蒋薇色で略 人同形，直径約I・ 4mm ， 卿出後の稚魚は 営地光に棲息 稜育

し 10 月全反60mm に達する迄毎月多数採集された。 ェ00mm を越える成魚、は本地先では 主として 5-7

月の問ヰ見られ爾後は 殆ど見られたい。
ナ ガ ヵ ジ34 ・ 刃・ CZ0 凡ク 0fw8

営地先でほ 稀に見られるのみであ る。採集個体の全長 120-235mm  

ス ナ ガ レ ヒ35 ． ム． tゲ tdor'u 皿  

稀に来倣する。然し宮地方でほ 普通に漁獲されて 居る種類であ る。

ク p ガ レ ヒ36 ． L ． 0ぬ6Wrd  

営地先に 於て普通に見られる Plu，onfictidaeで鹿卵は3-4 月頃， 卵ほ沈性 粘着卵で油球 なく，無色，
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で直径約 0・ 8mm 。 幼魚は殆ど周年本地光に 棲息する。

タヵノハヵ L@ ヒ37. P ． $f.fJJ砧a@tu8

稀に見られるのみで 6月に僅か数個体を採集せるのみであ る。全長170-220mm  

コ マ イ%B ， zL 7TO@ガぱS

初夏 及初秋に 索餌の窟訪つれる。 胃申含有物は主として C ，us血cea (特に MysSiy ， &mmarus) で

あつた。

W 採集魚の季節的消長

"次に之等魚類の採集頻度を 第二表に ―括した ; 尚共の梢辰 と季節及水温とが 閥係を― 庵明瞭にす

る 窟第六岡を蓋いた。安及岡より知り得る如く本地先に最も 艮期間見られる 極頼ほ ギスカジヵで 本

 め   
魚、ほ 3 月以降nI乃迄

毎月採集される。 Z

に次ぐものはイリノく

テングクで 3 月より

10 月まで， クロガ レ  
ヒ， ガジの両種は 4 月

以降I0 月 迄の 7 ケ月

問毎月採集されて 居

る 。 亦 f 月より上0 月

迄の 6 ケ 月間採集さ  れたものほ チシマギ ・ぞ
）

ンポ， イトシキカ ジ

ヵの両種であ り， ・二

シキギンポ ， ヒメイ  
ト ギンポ， ズヂアイ

ナメの3魎も亦 5ケ月

問に亘 り相営長期間

I II W V 7T @n' WW @H X @T ,XTT
相次いで本地光に 見

円られる極類であ る。

 
  第或時期ほんの― 時本

地先を訪つれる 種類

ほサヨリ，オウシウ フグ，スナ ガレヒ，シべ リヤウグヒ，タカノハカレヒ ， カラフトマス ，マスの類

で， 此の 内シべ リヤウグヒ，タカノハカレヒほ 6月に，スナガ レヒは7月に，サヨリ， オウシヴうグ ，マサ

バの3踵ほ8月に―時的に 現 ほ れる。 亦カラフトマス ，マスの繭擁肚9月に採集したのみであ る。5，

6月の内何れかの月に現 ほれるのにサケ ， 7， 8H の何れかの月に見られるのに クロゾイ，キウリウヲ ，

イトウフの 8種類があ る。 エゾ メパルほ巳 月か9かの何れかの月に現はれて 居る ， 断績的に最も長期

間に亘 り本地先を訪つれる 種類はチカ， シヴイカナゴ C 雨踵で ，チカほ盛夏を除き殆ど 周年見られ，

シフィカナゴは 早春より初夏と ， 秋の再度に 亘 り現ほれるo z に次いでタカシマ クサウヲ，べ口，ヤ

ギウヲが長く， 之等は何れも 6 月より10 月 迄の問斯績的に採集されて 居る。 以上述べた以外の 種類

は春，亦は夏の幾月か常地先に 現はれるものと ， 夏亦は秋の幾月かに探集される 種類であ る。

次に各月に於ける 採集魚の種類数を 見ると第三表に 示せる女n く ，冬季は水温の甚だしき降下の 為

20
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Fm 採臭魚垣北第三 表 棲息魚、 は極めて少 く ，盛夏8月も営地先ほ漢悔

l i l m l iv l y l @ lvirltDilKlx lxir

  の為水温の憂化を直接受けて 水温は著し， く上

昇 l，，亜寒帯性魚類の多い 常堆先でほ幾分其

の種類を 椛じて居り，初夏と初秋に最も多く

の拉類が見られる ，此の期営地先ほ「たいど

ぷ―る」の魚類消長と 軌を―にして 居る。

(松原/ 32)

察m  考

I) 分布本調査期間中 楽磨午磯 で採集@-た魚類は海魚 32踵， 淡氷魚6種，言中 8種であ り，海魚、

32種の内;南日本特有とされているものほ ―種 も見らJ@Lす，市日本及北口本に 廣 く分布する魚は ，サ

 ヨリ，クロゾイ，・マサバ，"べ口，ビリンゴ，の5極である。サョリは現在まで 北限ほコヒ 、海道とされて

居つたものであ るが，稀ではあ るが樺太にも 宋沸することほ本調査より 知り得る 。 他の海魚 万極ほ

何れも北日本特有の 海魚とされているもので ，其の内シへり ヤウグヒ， ヒ メイトギンポ ほ日本でぽ

樺太以外は記載されて 居 らすチシマ ギンポほ樺太，千島で記載されて 居るのみであ る。亦イトシキ
 

ヵジヵ， シワイヵヲゴも北梅道以北にのみ分布し 吾國では
 
26 稀な種類であ る。

淡水魚は 6極で其の 内北日本 持有のものはカラフトマス ， 
アメマスの2踵，中部及コ h 日本に共通な 種類とされて 居るも

 淡 南部日本に時有の淡水魚・

O のほサケ，マス，の2極が見られ，全日本の諸地域に廣 く分布 中部日本に特有の淡水魚、

2 して居るものとしてはイトウ ヲ ，ウグ ヒ， の2種類が拳げら北部日本に時有の淡水魚

日本系の魚類の 見られるのは 殆ど7， 8， 9月の3ケ月に限られ  
ている，

H) 洞妨並に移動

A) 洞 淋。 魚

季節洞減 : 季節洞雄の途上本地先に 現は dL たと思ほれるのに マサ，。とサョリの2種類があ る。 白

本海に於ける マサバほ黙 著な季節 洞倣をなし春より夏にかけて 規則正しく北上する 事は良く知られ

て居り (岡田，外，，35P ・ HI) 本地方の沖合にも 本種の成魚が 毎年7， 8月@Hc二規則正しく季節洞雄をな

して見える。  

Scomber の類ほ温度に非常に 敏感なぱかりでなく ， 表居に群集して 居った魚群が 雨が降つても 深

居に退避する 程繊度にも敏感であ  り (ROu@e,・ 分3P ・ 150) 成魚でほ営地先の 様な浅海にほ 殆ど来倣

t，ないのが普通であ るが採集魚の 如き幼魚では此の 様な埼海をも 洞准しているものと 思はれる o ナ

ョリは日本沿岸では 各地に棲息し ， あまり大きい移動をしないが 朝鮮沿岸では 呑 より夏にかけて 北

-とし，秋 より冬にかげて 南下し季節的にかなり 大きな移動をする。 之は朝鮮沿岸では 冬季北牛部ほ

表庵水温 5。 c以下とな フ サヨリの生活し 得ない水温となる 窟と考へ られている (内田 '35) ・。 曽地

方に於ても夏季 稀に見られる 勒よりして冬季 表盾水温5。 C 以下を示す北海道方面でも 朝鮮沿岸に見

られる様な季節 洞酵が行はれ，普通樺太は 其の移動範園に 人らないが，年により 其の圏内に入り 稀

に釆推するものと 考へ られる。

生殖洞旋 : ニシンの額著な接岸生殖 洞倣に就てはよく 知られて悟り 営地方に 於ても毎年4月下旬

から5月上旬にかけて 大畢来襲して産卵する。 北海道四海岸でほ 鵬化後の稚魚は 潮流のまにまに 比

刀
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較的下抵を索餌 しつ L 浄波佳活をなし 8月上旬位迄 (約6・ 。刊)沿岸に櫻息 l-ているが 8J ョ 以降は沖合海

流に出て遠い 洞備の塗に上る。 沖合洞惟 に移つた稚魚群は 判馬海流に伴ほれ 利尻 ， 穐支を渦ぎ ， 8 ， 9

月オホーツク 梅に出る ， 此の際― 部は樺太四海岸 及亜庭轡 にも洞推するものがあ る (山口り5) と考ハ、

られている。 営地先では普通 5月下旬―6月上旬卿化するが F洋イヒ 後の仔魚、 は度才午磯附 近を稚魚網を

引いても―度も 採集出来ず，7月上旬全艮 so-40mn) で始めて採集する 事が出来だ。 之等の糊 よりし

て職化後 川―40nim で准泳カが相常大となる 迄 は山口 (f25) の考察の 如く潮流に伴はれ 比較的沖

に居るものど 考へ られる。然 L， 7 月  卜旬以後9月下旬迄は履々 小群をなして 来倣するのを採集して 居

り 北海道西梅岸の 如く8月上旬 早-々 沖合洞減に移るものとは 老へられない， 亦営地先附近で採集し

た標本ほ総て連統的成長度を 示 [， て居り ， 胡 上旬沖合 洞倣ピ八つた北海道 練群と思ほれるものは探

集されなかった ， 以上より首地方で 晒化 @-た稚魚、ほ7月上旬 80-440mm で自体妨泳期に入つた後は
 

9月下旬全艮 8-Klcm に達する迄常沿岸を 索餌 L‥・つ L移動して悟り 9月下旬― 刊月上旬始めて 沖合洞

滋に入るもの 4 考へられる。

 ハタハタも産卯の 窟宋減するが常地方では 東北地方の 如 く大群をなして 接岸， 痒卵することは無

く 従つて漁獲の 制服となつていない。 卿化後の稚魚、ほ 3--4 月頃迄沿岸に群妨し 5月中句にほ沖合に

去るとされているが (岡田，外 ， '35 P ・ 176) 常地光では 6月にも之等稚魚が採集されている 故，沖合

に・ 去るのは幾分遅いと 考へ られる。

シフィカナゴも 産卯の窟来減するが常地先に 捷P．する期問が長く 4 ケ 月にも亘り，其の前牛期ほ

索餌を目的と [.後年期は産卵を目的として 居 り前，者の如 き明瞭な産卵 洞佛でほない。

幼期洞減 : 秋河川で産卵され ，p俘化成育 L，たサケの稚魚、は翌春雪融け 水に乗じ ―気に海に降るが

C大島 '39 ・ V ・ 238) 本地先に 於て5， 6月に採集せら /しる本極の稚魚．は此の海に下つたほかりの 幼期

洞倣途上の稚魚であ る事ぼ疑いない。 カラフトマスも サケと同じく脾化後問もなく 梅に降り海で I

回越冬して直ちに 成熟する (大島'S9・ P ・ 247) 。 本地光で 9月 珠供したカラフトマスは 休辰等 よりし

て常然海で越冬した 魚でぼなく，立春に 降海する故障 侮直後の幼魚でもなく / 降侮後相常 海洋を倣

歴して居つたもので上記サケの 如 き純然たる 幼期洞妨 ではないが大体 其れに入れ役るものと 考へら

れる・  

マスは唯―度―尾採集したのみであ るが，元米本種ほ聯  化後―年間ほ ヤマへとして河川に 棲息し

て居 り梅に下らず，何で越年，して翌春銀モヤマべとなつて 海に下るのであ るが (大野'33) 本地先で

採堆ソ，た幼魚．は休長，体に斑紋が梢明瞭にあ る期及共の採集時期よりして 此の降海時め銀毛ヤマべ

ではなく， 本極の既往の 坐態に反するが ，本地先に注ぐ契磨川には ヤマべが常棲して居り且 河川の

流れが急たものが で迷川口つて出て" 附近でも海水が居 つたものではないかと殆ど混入する 思はれる。事なくノ 純淡水であ石田 C/42)・る事専より考へては 降悔後問もない，川口アメ附近に居マスの つ背

鰭には黒色帝が 在り，尾鰭も黒く縁取られて 居ると記しているが ，本地光乙標本では全部此の 特徴

が見られ，降海後問もない魚忙考へ られるが営用先 セは早い時 ・ は既に5月に見られ 6， 7，月と相常長い

期問に亘つて此の 種幼魚を採集している 故上記 OncorhynchuSの類とぼ異なり 降海後沿岸附近に 棲

息している期間が 相常長いものと考べられる。

索餌洞減 : 索餌の窟営地先に現はれる 種類の内特異な 種類は春に見られる ホ ツケであ る。 本種

は二シンが接岸産卵した 後に大聖 群末するが其の食餌より 推定して = シンの卵を求めての 来減と考

へ られる。 シべ H ヤウグヒ ，ウグヒの両極は 6月にほ相常の群園をなして木雄し ， 其の際には腹 部に

赤色線が見られ 産卵期特有の 休色を示している (岡田 '35) が営地光 附近 (楽磨川に於ても) に於

ては之等魚群の産卵 ほ認められない 故産卵場への 途中の索餌と思ほれる。 チカ，キウリ ウオ，イトウ

フ ， ビリンゴは沿岸を 索餌洞 減して居りノ牙ど定期的に常地先を 訪れている。 オウシウ フグ， ク p ゾ

イ・ 二ゾメ，。ルの生態に就てほ 殆ど知られて 居 らないが之等3種は何れも本地光に 於ては幼魚が 7月

22
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より9月の問に I， 2 ケ 月間索餌の窟現れるのみであ る。

B ・ 定 着 魚

本地先を産卵場と t。 保育場と l。 親魚は産卯の 窟営地先を訪つれるのみならす ， 庵卯後も附近

に常棲 l，， 時々索餌 の鹿営地先に見えるのにズヂアイナメ ，イトシキカジヵ，ギスカ ジヵ，イソバテン

グウ，ガジ，ムp ランギンボ，十 メイトギンポ ，クロガレヒの8種があ る。上記種類と 略同―生態 と偲、  

はれるが未 だ営地先を産 g日土場とするか否か不明な種類として 二シキギンポ ，チシマギ・ンポ，タカシマ

クサウヲの3睡が撃 げられる oシモフリカ  ジヵ，べP ，シチラヴウプ ，ヤギウヲ，も幼魚並に成魚が採集

され且ヲ共の期間が長い 放，本地先に定着するものと 思 ぽ才@.るが稚魚を採集して 居らす確かな事 低

判 らない。 スナガレヒ，タカノハヵレヒ ，コマイの3魎ほ常沖合に常 棲するが昔地先にぼ 索餌の窟現

はれるのみで ，宮地先では産卵も行はず ， 亦幼稚魚の保育場ともなつていない。 ナガヵジほ 樺太で

は亜庭轡 ; 東海岸に多いが 営地方ではあ まり採集して 居 らず，寓地方に常接しているかどうか 判然

していない。

B ) 産 卵
本地先に 於て産卵 し，其の産卵習性に 就ても幾分知ることが 出水たのは二シシ ， ハタハタ， スヂ

 アイナメ，イトシ 午ヵジヵ，シワ イカナゴ ，ヒメイトギン 未，ク0 ガレヒの了千亜で 此の内= シン，ハタ

ハタに就ては 既に敵多くの報苦があ り，筆者は何等新たに 附加へを事質を 糊察し得なかつた ，イト

シキカ ジヵ，□メイトギンポ ，シワイカナゴの 珂亜に就てほ Schimtdt ほ ． Pis. a@@c. 0rient ・に於て荷，

卵時期と卯の大さ 及色彩に就て述べている。 特にとメイトギンポに 就ては興味あ る習性として ， 樺

太の東部 亜庭轡 (遠淵糊 ) で本種を採集せる 際 (24/@, 1901) 此の魚ほ常に雌雄 T封つつ ヵ午の貝

殻に入つて 居つた。 これほ明かに 産卵準備と思はれ 卵ぼ多分貝殻に産み 附けら#しるものと思 低れ
る， と記して居る。然し筆者は残念ながらこの 事資を確める 華が出来なかった。 産卵時期は前述 せ

る如く4， 6月で Sch血 dt の観察時O それより早・ くなつているが 他の期では十分―致している。 ク "

ガレヒ， ズヂアイナスの 産卵に就いては 今迄何年知る 虚がない機であ るが筆者もズヂアイナメに 就 
ては前述せる 如 く十分観察出朱なかつた ，

次に稚魚の出現よりして 明かに本地光 仁於て 産卵すると思はれるの ほギスカ ジヵ，イソバテング

ウ，ガジ，ムロランギンポの 種類で 之等ほ何れも 5月下旬に 10皿m 内外の稚魚、を採集している。

要X 摘

  I・ 樺太，楽磨附 近の浅海で採集された 魚類 ほ20科38極であ り， 斯極 と認めら"れるものはないが ，

コマイは E ， g用C;IIS であ り E ・ n乱vaga ではない，

 2，，本地先に最も多くの種類が 現はれるのほ 初夏と初秋 で，盛夏にほ水淵の著しい上昇のため 幾

分其の魎類を減じ，晩秋 及早春に低懐旧、魚は極めて少 ぃ。

8・採集魚38種の内海洋 魚32極，淡水魚6極で，南日本特有の 魚日極 も見られす，南日本及北斤本

に廣 く分布するものは 海洋魚5極，淡水魚2踵で，他は綿て北日本 判  有の魚であ る。

4・ 出現魚類・38種の 内， 洞沸魚ほ H 踵で，季節洞糠 として現はれるもの 2踵，産卯の窟訪つれるも

の8魎， 幼期洞源 途上に見られるもの 4魎・ 壊餌の窟水減するもの vm魎で，他の19極 は定若魚上 者ぶら

れる。

5・ 営地光で産卵するものは 7種，稚魚の出現より 多分窟地先を産卵場とすると 思はれるものが 4  

種類認められた。

ど 3
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