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There are three species 0f pacific salmon which have been abundantly captured aS commercial'

fishery from all the coast 0f HOkkaido and its adjacent water, though there are six species belonging

to Genus Oncorhynchus in northern hemisphere.

They include only one native near Japan and the five common species tu Alaska, Canada and

NOrth America coasts, and the biologists have hitherto attracted the attention to them.

In HOkkaid0, chum, masou and pink salmon among them migrate to the coastal water t0 feeding

Or spawning during summer and early fal1, especially every year chum ascends the many rivers to

spawn during fall and winter. They are mostly captured by the use 0f set-net and gil1-net in coastline

as well aS salmon-weir setting into rivers.

The silver Or coho salmon is rarely found in HOkkaido and the examination 'was made On some

specimens taken from Yurappu and Shokotsu rivers. The king and sockeye salmon are also rare to

migrate ;n HOkkaid0, less than chum, but they are sometimes taken along the Pacific coast during

warm summer seasons. Therefore ;f fs 0f almost n0 commercial value aS to those species.

The species for the artificial propagation are keta, masou, gorbuscha and "hime-masu" SO well

known aS land-1ocked form Of nerka. A considerable number of their fry which was artificially

hatched is released from hatcheries where located throughout HOkkaid0.

The purpose 0f this papers is primarily to introduce the general consideration Of diagnostic features,

sexual characters, distribution, fish products and discussion 0f various measuring methods Of the pacific

salmon.  

   
  

さ寸・立す矩の体形ほ体側が僅かに側扁して， 休は全体円鱗を打って桂われているが， 頭印;aこは 鱗力 ;だく  

背面には2つの背琳を持っている。その第 l背唯仁 。亡戟条からなるが，第2背鰭ほ鰭条を欠いている内周D痕跡的

鰭様突起物であって。形態学士，脂鰭 CAdipoSe fin) と呼ばれているものである。 ―股に大多数の魚の主上顎

骨は前上顎骨の上部に位して， 胡を持だないが，さけ・古す姪では，前上顎骨の直後に主上顎骨が―列にならん

で主上顎甘ぼ良く発連して， 梢が，十三@ぎー 列に並んでいる。そして而，主上顎甘後端背面に， 上顎副骨 CSup-

ramaxillary Or Supplemental maxillaryj なる小骨片がある。 又体側腹面の腹鰭 CPelvic Or Ventral firo) の

位置L ， 丁度第l背鰭の対称部分にあるので，その位置を腹位 CAbdomina@J とい三 。 腹掻基部の上倒「わ，

腹焦附南鱗I ． Accessory pelvic scaleor Accessory fin)) があり，細長い刃状の肉質の突起物として発達してい

る，さけ・ます穎は以上の様な形態を持つ，大洋池泳性の典型的紡錐形をしている寒流糸の魚類である。 さけ・
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ます類の頭骨は鯉， 鮒のような硬骨魚類の頭骨の如く完全に化骨しておらづ，未だ多くの軟骨部位を残存し"丁い

る 。 これは恐らく，この息頬の骨が，サメ・エイの様な軟骨，A凍@から，大多数の完全に化骨している魚類までの

―聯の系統発生途上の―進化過程を物語つているのであるう  

さけ・ます類の中にも，かなり多くの魚種が含まれているが，その中で―股に "さげと呼ばれ -r いるものに

大西洋に撞思する "大西洋さけ" と太平洋に産する抹平洋さけ" があることは弗知のことであろう。"太平洋

さけ" も "大西洋さけ" と共に，淡水域を形成している河川，又は湖沼で産卵し "C ， 卵；、ら卿化した椎魚は， 或

杜度生長して海洋に降つて生涯の大部分を海洋中で過して，再び産卵のために淡水域である テ可 @l@， 魚種によつて

は湖沼が上流地域にある河川に湖上して産卵するのが"さけ" の―生である。 "太? 洋さげ類" の生活史につい

ては，Gilbert Q9l3 コ ， Snyder (l92l-l924D ， RiCh 及び HOlmeS (l928) ， PirChard Cl933) ， DavidSon (l934 コ

及び FOerster O93l  ．1等による広範な研究によつて， "さけ類" には―定の本自旨 ClnstinctJ がある事がわかっ

た，即ち―般に産w のだめに，産卵成魚が生れて，育つた河川に帰つて来る習性がある，この様な習性 C本能)

を基礎として，ここに目川回帰説 CParent streamtheory) という ーつの仮説が確立されたのである。 この説を

納言すれば，或河川で産卵した卵から醐イ とした稚魚が降悔し，父再び成魚となつて生れだ河川C日川―mnmhpr

stream) に産卵のために帰つて来ると云ラ説でもる。人工卿化の起った原因も， 恐らく，この "さけ" の本能

ともいえる母1l 回帰の根本原理を不W用して発展したものであることは事笑でさろう。北海通仁於げる "さげ類"

の人工職イ しも，明治wl 年 Cl888) に始められ，現在も継続天施しているが，人工燗Tし事業の 禿艮は，どりもなお

さつ， これ等"さげ頚" を保護することによって資源を維持するという日的の下に，彼等の習性を応用して企業

化したものでもる。更に日川回帰説では，成魚となつて切川に@帝つて来る場合，かならつしも勿謂出川だげに帰

つて来るわけでなく，日川を中心として左右かなりの範囲の河川にも産卵潮上すると云うことも含めているので

あ る。 最正に至り，北海道に於ても 環墳を形成している諸要因が潮吹変貌して来つつあるので，それ等の変イ巳 に

伴う日川回帰説の調査並びに研究わ勿諭のこと，より広範囲にわだる，標識放流試験を含めた生態，環境調査が

必要なことはい5までもないことである。

"大西洋さけ" と 。太平洋さけ" の生活皮の相違を見るならば，昔厄 "大西洋さけ" では成魚が痒卯期に五づ

くと河川に湖上して適当な産卵床に至つて産卵する。そして産卵が終ると再び降梅して 弍の年の産卵期に再び産

卵湖上して産卵する。即ち向―個体が毎年産卵することになる。これに反して"太平洋さげ，では，早い七ので

3 年， 涌梢 4年， 5年及び数は少ないが6年で産卵のために河川に湖上して，産卵してその年だげの産卵によっ

て死んでし立うのである。 この事実は"大西洋さけ" と "太平洋さげ，が分頼学的にも，別の蓮属に属している

と 云 うこととも―致していることである， 即ち"大四洋さけ"は，原産地が北米で，現在北海道及び本州の諸河川，

と 湖沼等に移殖され，盛んに養殖され，特に本州各地では輸出品として生産的にも重要な地位を占めているにじ

三 す Sが川。 gdfr加grf fパぬMs と同C Salmo 属である。 前者は SQfW0 5dQr であり，後者はOnCorhynChuS

属に入るOれ口 MywA%5 枕仇である。

弍@= アメリヵではl800 年代の後期から1900 年の初めにかけて，太平洋に産するだすのすげ ' OW0L ゆ肌んMs

おC血川クぬ C肋， "べにます" OWO 杣yれ初 %5 W 必d， "からふと ます。OW0/ め瓜A川 gor&%SC 加 並びに "きんま

す" O サ@COr 乃y%AMS MS% たん等を大西洋岸アメリ力各州及び諸外国に移植したことがもる。今例をはずのすげ "

にとるならば，その卯及び椎魚をアメリヵでは，コネクチカツト 。 ニューヨーク， 南カロライナ及び他の舌州，

オフング，イタリー， ドイツ等のヨーロッパ各国，そして遥か南辛球ではオーストラリャ，タスマニア，ニュー

ジー・ランド及び南アメリカのチ リー，アルゼンチン各国に移植したが，その大部分は失敗に終つている。L・か

し向半球のd、音D分， Ki ちチリー，ニユージーランドでは成功した。ニユージー・ランド内でも，場所によつて大

いに異なり，口ヒ 島二NOrth Island)では不成功だつたのに反し向島二 SOuth Island)では小服であ るか成功

したのである。 これ等の経緯をDavidson 及び Huchinson Cl938) が， 動伽也理学的並びに分布学的観点を主

題として，移殖後の卵及び稚魚の生態，回帰，漁業生産価値二ついて詳細な検討，観察結果を報告している。

現在日本に於げる"さげ頚" の漁業に対する関心は，北洋漁業の再開及び年人の進展ど ，その後の漁との制限

等の複雑イヒにともない，ますますその資源，生産並びに経済上のバランスの重要問題がクロ―ズ ・アップして来

ると共に，それらの基礎となる諸調査，研究が緊急に要求されで来たのでもる。

26



疋 田裕 曜 洋与 ll号 Q956)

扱てところでたけ・ます類" は従来から各種問の識別が非常に困難なものであり， 突際に同―魚種でもつて

も ，老練な仰菜者でさえ，外見上，時に全く別種の如く見える事があるので，塵* 混乱を起すことがある，それ

故に，これ等各魚棟を間運いなく区別するということは，形態学上は勿論の事，水産資源，統計等の研究に於て

も， 最も必要なことになる。各魚種を正確に糊Uすること@／，その後の水産制L野に於げる研究に，つまらぬ誤

 りを起すか，起さぬかの分岐点になることもあるから，特に慎重に行われねぼならない。

現在までに北海道及び千島列島水域に於げるイさげ，ます頬" については，多くの研究者によつて， 或いは生

熊及ぴ形態的に，或いは漁業統計並びに資源的に研究され，その都度報告さ才しているけれども・筆者は，この報

告に於いて，その手始めに余り詳細な分類的形質にはふれぬ様にして，主に外見上から見だ"太平洋さけ類" に

関する―般的な知識，概念を得る目的で取去とめて見た久第でもるので多少なりとも参考になれば幸いである。

卦 各

"支 すのすげCすげJ Oncor ・ hynchus ぉ chauiytsc血 CWalbaum) CPlate 1. a., Fig. り

北海道に於いて夏季太平洋沿岸に沿つて僅かに回消してくる魚種である。 又この種類は秋期北海道内では剖台

に大ぎな河川である太平洋岸の十勝川，オホーツク海に面する北見沿岸の常目川， 斜里川， 日本海沿岸の大塩川

等に産卵形態を持って洲何することももるが，極めて稀である。 アメリカ大陸沿岸では，特に多産するものであ

り ，北太平洋水域でもかなり漁獲されるけれども，他の太平洋さげ撰に比較すれば，資源は少ないものである。

日本近海，特に北海道でも産業的価値は現在，極めて低L叫のである。

外部形態其の他 
この魚挿は太，F痒さげ類中最も大きくなるものである。  ナ，ポ，"イ

 浜は休の割合に小さい。頭部吻端は海洋型では鈍形であ 
る 。 王上顎背後端は太い鎌状を呈している。鯛純は他の 

 "大半洋さげ類。 より太く，細長形である。 各醜紀には

   

味がかつている，体部背面，頭部，背鰭，尾鰭には"ぎ 
  シダ ーー@

ん ます" より 梢人形で，殆んど円形の黒色斑点が散在し

   
  

桃色を呈する， 尾柄の長さほ"きんまヂ のそれより細

長い。  
背鰭数l5-l6 C痕跡的条数をも含めた全数) ; 胸鰭数

l5-l7; 瞥鰭数19 C全数) ; 腹鰭数l0; 尾鰭数l9 (発達

した 鰭条数だけ) ; 側線鱗数144-l50; 鰹条骨数18-l9 
醜細数20-28; 幽門垂数l67-l7L

この計数値から見ると，幣鮪数は他の"さけ類" より さ。…L 11
多く，鮎条骨数及び幽門里数も―般に多いのが首通であ

F;9 ・ ]・ O 低のぬ ノ枇乃ぁ 5 f5C カ?w ッね C伽， fro皿
る。

Oboro coast. July 1952 G. Gil1-  raker arrangement. R@, R2, A gill  ― rakeL

ムチヤツカ沿岸，異能江二Amur 寸 iV) まで，オホーツク・海，チュコ ツキ半島のア ナデイル河にも稀 に見られる。

その他アフスヵのユーコン何からカルフオルニアまで，北太三F洋全域及びバーリング 悔にも分市している。

□叩生

才汚迫沿岸て捕られるものは殆んど市場に出ることなく，限られた人人の家庭用になる。味は極めて美味で，

大半汁さけ頑@・1二位を占心る，アメリヵでほ王に鹿詰にする，
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  漁

北海道沿岸では定漬絹，北太平洋では流し刺網。

。さけ(あ きさけ，とぎしらず，しろさけ・) Onco 袖ynchus keta CWralbaunm0) CPlate l． b ・， FiR. 2.@@

"さけ" は北海道及ぴその近海に最も多く， 最も普通になじみ深い魚種である。 北晦道では夏季問中索四回族

する "と，ぎしらザ" が，かなり漁獲されるし，秋の初めから厳冬にかげてほ，数多くの"あ きさけ" が呼卵刀だ

めに迫内各河川に湖上してくる。それ故に"さけ" は産業的に見ても，北海道亡於げる他のさげ，ます類に比

較すれば，最も大きい価値を有するものである， "ときしらず" と "方， きさげとは現在までの研究で，群団が

違うことが明らかにされている， 即も "ときしらず群" は東北北部及び北海道南部から沿岸に沿つて北上し，秋

季ソ連領古河川@こ 産卵湖上するものであり， "あ きさけ群" は北太平洋，アり ウシヤン方回で索餌日減しだもの

が，カムチヤツ； ，千島列島沿いに南下し，北海道，東北の河川に遡上すると云ヨのでもる。而吾人の重要な蛋

白源を供給する―環として， セげ " 資源を維持・増殖並びに利用する日的を持つて，産卵魚を痒卯する以前に

捕獲して，その卯を人工的に採卯し， 卿化して，稚魚の放流を行つている。道南地力では"さけ" の湖河が成少

する傾向にあるが，現在北見，根室方面では未だ多産している。五年に至り，益方汀業舌分野の開発，特に臥菜。

工業，発電，土木等の発展に伴が呵llの汚濁，河川の閉塞，河水路の改良，そ ff)他の多くの障占が急増しっつあ

るだめに，道内舌河Uゆ大然産卵床が荒廃しつつあると共に，人工醗化した稚魚を放流する場合にもこれが山 々

しぎ問題を起しつつもるのが現況であるから。より―層これ等の突態を調査するど共に， "さけ" 資源の将来性

に対して重大な課題となるから，充分の対策を立てる必要があろう。それと平衡L て "さけ" の日湖経路，回帰

を証引するためは，現況の下で，北侮進。於いて，各罷りビ れかと鮪蓋等の2 ヵ所の組合ぜによる梅魚の低識放

流試験を継続実施L て L 、 るのである。 
成魚―他の"さげ穎" @i比較L． で ，体形は細長。感がもるが，

河川によって大いに左異がある。 休の背面及び頭部及び舌鰭    
 

鰭基印，特にぞ乃前方C 或l@は後頭叩 に細かい黒色斑点が散                    
産卵洲上が近づくと，銀白色の下に所謂 "ソコブナ" が表れ  

 

―河川に湖上し始めると，段々休色が黒づんで来ると共に，堆

雄共 "ブザと云われる黒，桃色，黄色等のまざった不規則

室伏斑紋が出現する， ズ形熊的二は， 産即期が近づくと堆で 
状態を苦P 。鼻曲叶と云われ，その他に吻瑞?)湾曲しだ顎

に犬歯状が並大になつて来る。これら@上 第2女性特徴と1，て 
勿莉卜 すのす。ナ" "ぎん亡 ずよりも細 ぃ， 侮汁型の息休

の鱗は脱れ見いが，河川に湖上した七のほ，非常に脱れにく  R  に 0くなる。頭部は低通大で， 鯨紐は比較的日い細五形ても石。

各鯛招上には梅状様突起が疎二並んでいる。雌堆を判別ずる 、 @ ・ <・;:干 R,也
(?);二硲 鹿の形で区別ずると六三こと七考えられる； ;十人経賎

ぞ三巳
をつ三ないと囚妬" 様である。

碓魚―惟魚降海手に於ける稚魚は，河川内で既に銀白色を F;9 ・ 2・ OW 。，めWC 乃%s 如加， from Oboro
COaSt  Tu@y l952

呈するだ辻に，"さけぼ 特有のパール・マーグが見られな
G. Gil1-raker arrangement. R).R2.A

gill-rake 丁  いが，固定したり，死んだりすると，銀白色が脱れて淡紫色

の "さくら主ヂ より小形のパール，マークカ;側線上に沿つ

て並らんでいるのが見られる。体長4Cm 位に達するとパール・マークわ鱗におおわれて見られない。河口L も
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のではフォルマリンに入れると，拡散したパール・マークが現れるが，死んでからフォルマりンに入れると，パ

ール・マークは現れない。

引・ 測 値

"間鰭数13-l6 (全数コ ; 胸鰭数l5-l7; 瞥鰭数l5-l9 (@全数) ; 腹鰭数l0-l2; 渚鰭数l9 C発達しだ条数だ

げ二 ; 鯛条付数l9-l5: 側練鱗数l25-l49; 横列鱗数l9-24/l5-22 ; 鯉紐i9-26; 幽門垂数n7-l79; 脊

椎骨数62-69:

以上から幽門垂が "ます(@iすげ" と似ているが， "さけ" の方が変異のWJ が広い。

地理的分布

而は日木の口 本油沿岸でば山口県，太平洋岸では利根川から，北海道，千島列島，カム、テヤツカ， シべリヤ

側では刺鮮東海岸，異能江からチユコツギ辛島アナデイ)し，湾では大ぎな漁業を行つている。父ノヒ極汀 に固する

地上"では， ソ連領のレナ河，インデギル力河，コリマ河，ヤナ何から，カナダ領のポイント・バロ―，マツケ

ンジ河まで，アメりヵ 側では，アラスヵのユーコン， クッパー河等C 河川からカリフォI@ ニア主で，北大平洋

り ング海に極昔涌である。士技， バー

  生

北海道乃沿岸で皇季に漁られるものは， 殆んど鮮魚として市阪される，秋季産卵のだめにH 河L・だものは，

捕獲後，鮮魚，新巻，坊造， 煉製にする，北晦道では，持に厳冬期に新鮮なものを急に凍らして作るアイヌが

好んで食べる"ルイ ぶは家庭用として 美味なものである。 ―カ北洋でとられる半げは "シ "" と-六つ こ

塊造， 潅詰， 冷沖にする。ぜ げの 卯仁咋造にして"筋子" と 六つて高価なものである。

   

                                                    刺紀 Cます流L，) 二 ，河口では咀刊，河川内で，ナ河川流し(刺偶二 ， 涌ウライ，竹ウラ

イ， F 魚車， 小河川では，士リ，ヤス等を伎門しでいる。

  
たつさげC[--き L ら 。コー大体5月初めから8月頃，あきさげ―首低9月からl2月三でであるが，早いもの

ば8月中旬よ，違いもn) は l月中旬項までと-れる，

き Ber@ は黒龍江に渕上する桓技を O ・ 如わたf「aspecies autumn7alf，とし 乙

持に区別@- ，ている，

。か心 P 亡す Cせっぱります) OwC7AywAm Y0 九MsCAL CwalbaumL CPIaね 2・ c・ ， Fig ・ 3・ 4ウ

                                この魚桂は，北見沿岸，根室力でC田後水迫? 諸河川で普涌に捕られるが，                                

南大平洋沿岸では極 く 少ないものである。 北海道に於いて，―股にだヂと云 われて。るものの中に， 主に叩

催統計上或いほ十品の経済而値上から，この魚桂を含めて混申 されていだ車がち， る 。 通常 "@@ す" と云われるの

は "さくらまず。・ c@ 丈， るが，"からふと ます。を知らない人ば案外多@，へのである。 何故杣異なる魚使を同じく "

ます" と L，で含めだかに就いでは色々の理山があるつが，第lに向腫共に モす。 と云われ，7lUえて漁期が大体

連続L- こいること，第2に経済山に，この魚種は "さくら三す" より小杉なだ心に価格が安いので， 夢わ"三す"

と L て高く五買すると．云う人為的商某操作上の事と思三が， こり統計を石べi.@り又 これ等両挿壬*P 技-J士・ @;仕

鮫，生態等を研究ずる吃今には，どんでもなL、誤りを生づる拮三二，る，幸l，、に七，数年末"さて L"""L" ど "

からL，ど亡す" の涌達数を区別L  て集討する様になつだが，これは上然なこと"C'亡，る ， 北月出内に支・る脾汁 ・場で

は， 刈 川に湖上L・ 亡，ものを，上述しだ"cWT ど同様な操作で，人工再化及"T叩娃魚の放流を汀つ こいる―万，五

年この i@6種が他め太T 洋さけ類ど呈，り ・ 甘涌川@Ml 叶で立魚になる性質を利用して，日帰半， 回済紅路を研先ず石

日的に使用ざれている。道南地オLば今亡 でも殆んど，この魚桂が産したかつ7:。 ので， 牌業者の凶庄対策。きめ

て，噴火湾に注ぐ遊楽日@Jllに，根室の標津1ゆ "から三、 とま ザ卯を移殖L ， 准f に博識をほF 二 1,，放" な夫、

施した結果"。ら ふと亡す" の日川回帰を立証L，同様北見沿岸の洩8ll川で七回帰を実証t,だ。て " る，
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外部形態其の他
 

魚体は他の"さけ穎" に比較して―般に小形でもる。   ト、

体をおおつている鱗は小形であるから，他の"さげ頬"
      '      庭亘"  

から識別が容易である。 休色は悔洋型でも，蕎味がかっ

だ銀白色を呈するので， よく 惰まず，と云われている。 
或いは青灰色と黒色，黄白色の"ブナ"を形成する。体側 

L卜一ノの背面及び尾鰭には多数の黒色斑紋が散在する。特に前

者では倫形，半輪形又は円形であるが，後者では円形か*三良  
の魚桓では頭部に斑点も斑紋もない，多くcr、 個体中には 
皆無なものがあるから"さげと間違わぬ 様に良く圧意 
端で，堆では特に"せこん ぼ" になる，個体によってか， 
この" をこん@ま" の状態に差異かもるのは，興味あるこ

とである。 頭部は海ぽ型では。さけ" に似ているか， 河
Fi9 ・ 3・ OWO 袖yw ん於 FO ぬMc 伽， from

川内"Gは吻端が割合に細く突出Lた形をL，て，殆んど下Oboro coast. July 1952

方に湾朋しない。顎菌もそけL程強大にならな，，，鰹把は
G. Gil1-raker arrangement. R@,
Rz, A gil1-raker.

細長形であつて，舌鰹把には梅仏様突日の発達が悪いか

皆無の個体もある。 この類の稚魚にはパール・マーク

も 斑点もないから，先に述べた斑紋皆無の成魚は"か

らふとます" 特有の黒色斑紋が表われる事なく，稚魚

のままの状態をとどめたものと思われる。 
背鰭数l2-l6 C全数) ; 胸鰭数l5-l6; 瞥鰭数l7-

l9 (全数二 ; 腹賎数l0 ; 尾鰭数l9 C発達した条数だ

げ) ; 側線鱗数l54-2l0; 鯛条骨数H-l3; 鯉用数29

-33; 幽門垂数l08-M2; 脊椎骨数67-68; 
Fi9 ・ 4・ O% 。杣ノ%杣Ms go 村ぴ札肋， ・‥ Spawning 

maie ,.@ from Memu River, a tributa地理的分布
ry of TOkachi River. 1955

北海道及び朝鮮東海岸から北，千島タ U・島 ，オホーツ

ク海， 黒龍江，カムチヤツカ，沿海ナト l，クレート，ピータ大帝湾， シ へり ヤつ L極海沿岸はレナ河から東，カナ

タ令頁 ，マツケンゲ□が可三で，アラスカからカリフオルニア迄，ヵガノヴスキーによればテユコツギ半島アナデ

iル河に'h少数湖上する。オホーツク海，北大平洋全域，ハーリング侮に昔涌である，

口□□生

ソヒ 海道でに鮮ね、 として市賑される，池に埠亡す二Lぉ ちぎ二 どし-: 内地，井寺二束*は也方 @=移出ざれる「父口ヒ

汁漁場in ものは堆造， 姥詰にする。

   
沿岸でぽ定舌紳。 廼紐， 刺柑，河川内では"さけ" と同じ( 亡 けの展参照二北洋漁業では流L刺F ，

  

 



第H号 (l956) 疋 田裕 雁 
ホ休 6 月  - ワ 月で "さくらます" の漁期より少し運い。

註 I・ F ・ Prahden は黒龍江に測上する種族を O． g0 材%s「ん a naHo dWwgw5 ぬ

とし-C O ・ sora れ ssr.方フ と別群"G あ るとし-L いる。

，ぎんます(ぎんさけ) てhcor ・ Ayゅ肋5 ゐ fsMfCA Cwalbaum コ CPlate 2・ d・， Fig ・ 5・ 6)

現在まで北海通内の河川で数回採取されたたげで極めて稀な魚顧でもる，しかしながら向臭く調査するならぼ

"あ きさけ" 或いは "さくらまず' と混獲されている同首旨，性も考えられるというのは"きんます" と "さくら去

-r" の形態的な姜兵は殆んどないといフ ので，合主で多くの研究者によって諸説があるものである。 この魚種に
 
成いては，先に岡田氏が，ノヒ海道の大平汁沿岸。口高地方L 幌刃uW ，日本海沿岸の尻別川から捕つだものを調査

報告している。又筆者は大平洋沿岸，噴火湾内に注ぐ遊楽部川で数旧体及び北見沿岸渚滑川でl尾採集してい

   
体形ぼ "さくらます" 及び "さけ" に似にいる，尾柄は "

亡すのすげ' より 梢太い。里鰭の形は殆んど切込みなく， 他 

の "さげ類。に比較すれば，垂直な後緑を杓つている。体部 
背面から尾鰭上章にかげて，小攻の黒色斑点が散在するが，

"亡すのすげ" の斑点より多少小さい。叉背鰭基叩たげに斑 
   きく ，限は晋近大である。 鯛拙は細長形で，各鰯拙には自伏

，ー- 様突にが良く発達している。海洋型では，銀白色を呈するが 
玄性特徴とし"こするどい     
には鼓南は強大でない。産  
腹鰭は桃色を三する。

  
背鰭数け―は (全数) ;

胸鰭数l4-l5; 瞥鰭l6-18
」． J U・ J 

OW 。幼yW 乃応ゐ @SM 。A， fromFi9 ． 5 
GH@-raker OfC全数) ; 腹鰭数l0; 同鰭 Fig ・ 6 Yurappu River. 1955
O ・ん ねばれ A   J. Upper law. -V. VOrmer. 数l9 C発達した条数J ; 側

線鱗数l30-132; 鰯条骨数
P. Palat@n. Jt. Jawer teeth. L ・ J 
LOwer jaw. ..@ Jt. Jawer teeth. Tt  

l3-l7; 鯉相数2l-23; 幽門垂数66-7l ;TOngue teeth   
日本でぽ北海道から千島列島，カムチヤツ； ，アナデイル湾，バーリング海， 北天平洋全域，アメりヵ 側では

アラスカからヵりフオル二ヤのサンフプン シコ m 近まで分布する，

口叩生

北海道では生品冊伯は現在ない，北洋漁業では比較的多く捕獲され擢拮及冷凍にする。

   
河川てはウライで捕られる。北太平洋では流し刺紺。

*べに主す二べにさけ，べに5 0ncor めnchus ner たり CWalbaum) 二二 0 ・ 乃 erkavar ・ adoms) CPlat 臼 3・ e 

f., Fig.7 ・ 8・ )

北海道では，特に太平汁沿岸に沿つて布豆の侯， 稀に日済して来る焦硬である。 秋期にも極く稀 ではあるが，
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特に標津川等の東郡河川に測上することがもる。この魚種の陸封されたものに"ひ力ます" がある。 これ:亡北悔

道の桔例な湖沼に僅息し，産卵増殖している，北見の網走川上滞にもるテミケツプ湖，太平洋岸の阿寒川上流阿

塞湖及び尺ンケ湖の "ひめます。 は在来種である。 この魚恒C 性質土，即ち上流に湖沼のゐる河川にのみ。@ 上す

るから，以前"べにまザ が阿寒川及ぴ網走川を産卵湖上した事を物語る良い例である。 その後阿基湖から女街

湖―洞爺胡え移植し ， 又干島からも支筑湖に移殖されたこともある。 現在は，これら湖の "ひ めまず，の生産呈

を増すため，と内地の湖沼えの種卵地とし"C の 目的な遂行するために，人工的に採卯， 職化放流及び移殖を芙施

している，現任北海道の"ひめ主ザはヂこケツプ 湖，ぺンケ 湖，阿寒湖， 支筑湖及び洞爺湖に捷息している， 
この魚梗は体形"さけ'に似ているが，海牛型では，休色

は銀白色で，体部及び尾鰭上部に黒斑点がある七のど，ない 
斑点の百様は。さくらます" に似ている，父海洋型の新鮮な

息休の尾鰭ほ "さけ" のそれの如く 銀白を呈さつ言味を帯び

だ黒色をしているヵ、ら，特@こ "さ□ " と 良く 誼別することヵ @

出丈ろ， 尾何も "さけ" よりも多少太い， 出鰭の7@ は比咬的

極な岩な叉状 形を呈している。

陸封型@) ものでは，産卵刈以外は銀白色・Fあ り，頭部，尾 
里慌に多数の斑点があり， 丁良 "からふと亡ず，の尾鰭の観

を呈することがあるが，斑点@より 、 さく，不明溌であるのが普

運である。 唾部の黒斑，点 @エ "ますのすげ co項叩斑点より，

かたL小形である。 海洋型のものが産卵に湖河すると，Q が，

胸陥をのぞき十休芙L・い紅色の 姑姐色を呈するc@))C- ，アメリ

ヵ ，カナダでばred fish 或いわ red salmon と-云 5ので方，

る 。 支埼柑，阿寒湖産の "ひ めまずでは黒味がかつ」比色

 
 
色を呈する。頭部は "

 Onco 袖ynchus ner ゐ口 ， from NOrth さい  " に似・ているが ，Fig    
Paclficocean ・ " ・ Sea □ rrunfnrm ‥ ・ l954 損@ま比技白勺 大きく，吻

Ulatin・ J  Upper teeth Jt. jaw. Jawer ..,V. teeth. VOrmer. L. J. P. LOwerPa-                                       せこん ほ" は "からふとまず。 と同様甚しいが，極端なものは"からよ・ど

32

ます" の なり く 頭部後方て急勾阿でなく，比較的ゆる。勾工である， 硅魚で

は十長2 ・ 5cm 位では，パール・マ□ク が明瞭であるが， l2cm@l2.5cm に

達ずると，既に体;三 銀白色L なり，パール  7― クは拡散して淡 くなる

  
  

背鰭奴l2-14 ((全数二 ; 胸鰭蚊l6: 幣鰭数14-l7 C士拉)                           

 @-. J         尾鰭滋l9 C発達t-た条蚊だけコ ; 側線鱗放132-l3 巳醗条骨数l2-I9: 鯛

紐数3l―38; 幽門垂拉76-97; 脊椎骨拉66-68;  
Fl9 ・ 3・ Oれ C0グ Aノれ CAMS 乃 Cr 人口 lfLom 
Shikotsu Lake. 1955 C = 0. nerka
var. adonis) @ @ @ Land-1ocked form.

地理的分布
日本 亡 は口 ヒ 海道以北，千円列島，カムチヤツカ，コマンドルスキー諸‥ ・ AboVe : male ， Beow : female
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島，オコツク海沿岸，沿海州，アナデイル湾，バーり ング海，北太平洋全域，アメリ力 側ではアラスカからカリ

フ オルニアまで，

 生

 "ごげ頽" の中で美味なこと"ますのすけ。に玄ぐものである。 肉は "さけ" に比妓して "紅色。なので，

なる名で呼ばれるようになつたのであるう。アメ りヵ 及びソビォツトに於いては，姥詰が主となつ 
でいるが，北洋漁業では主に鹿詰にする。ノ巳海垣 沿岸でほ，稀にとられる位のもので，市販にせつ家庭用になつ

ている，

   
沿岸では定置而，北洋漁業では流し刺絹，湖沼性の陸封型 。ひ め主す" は産業上刺旧で， 又遊魚とL- 二わ I本

知で獲られている。

，日本及びアメリヵの"べに亡す"ほ小形で，幽門垂数100 以下でこ正 リビオット、 日よ

れを O ・ 僻れ口，カムチヤツカ河流域では人形になり， 昔而の O ・ Wgr ・た d より遅く
佳卵するものを@0・ 碓rka infraspecies 仏如afscfiBerg ，及びタ ウイスク湾に注ぐ。

オーラ河に見られる幽門里数l00以上のものを0.@ne材が。ひ efschCTaliev) 等と区 
。さくらまずCます，ほんます・) Oncor ゆnchusmasouCBrevo0rt) ((=0.masoitvar. ishikawde<0

CP@ate 4. g ・ h., F@a. 9. 10O

に女いで重要な魚桓でも日本及びその五栴に牡泊・ の "さげ類" で， 特に北海出では多産ざれている。"さけ"

る， "さくらまザ は北人半洋，アメリカに多く拮られる"ぎん主ヂ に極めて五似するために，研究者によつ

て両泣亡同漣異名 CSynonyiro) にするものもあるが，ここでは別種と L， て取扱つた。この煎種にも生涯淡水中に

僅息する陸封型のものを"やまぜといつて ，口ヒ海道内大部分の河川上流に甘面である。 最近 "さくらまずの

資源も段人減少し"C某つつあるが，在来から，この連も "さげ，同様人工晒ィ L事某の文寸称魚 となつている。 
成魚Cり 海洋型のものは"さけ"， "ぎん亡す" t@ 似ているが

                       極端に大ったり， やぜたりするので"た

いこまず'攻いは "いだます。とか"やなぎっば" の如き別   
 のでは銀白色を里じ二いる。鯉詔は短小で， 数が少ない。舌
 

鮎紹には，歯状様突起が発達している， 腹結矢数は9木であ

るのに"ぎん亡す" ではl(U木， 縦L数も "きんます" では数 

L―

F@g. 9 

 

R

 

 

 

 

 
 

 

 

Omorhynchus masou, form Ishikari

coast. 1954 G. Gil1-raker. RI, Rg,

A gil1-raker.

が多く，糾丈形である事柄を共に， 両桓の重四な区別点でも

め 。

 
Fig. 10. Oncorhync 

hus mason, from

Nishibetsu Riv-

er. 1954

二二 0 ・ masonvar  
fSm.kaw4P) ‥ ・ Lan-

d-locked form

33
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陸封型の"やまぐては，体形は 生涯小形で，体側に明瞭な大きい濃紫色の惰円形のパール・マーク； ;側練上

に並んでいる。苦涌この種類はl年淡水で過し2年日に降海するが，将来"ま @@" になるものでわ， 降海する魚

は既に河川の中で銀白色を呈するので，涌称 "降海性やまべ" 或いは "きんけやまべ" と呼んでいる。形態的に

も 匪圭 土型やま べより体高が低く，細長い感がもる。

引・ 測 値

背鰭数l4-l7 C全数J ; 胸鰭数l3-l5; 幣鰭数l3-l7 C全数) : 腹鰭数9: 尾鰭数19 C発達した条数だけ) ;側

線鱗数l25-l37; 卿条骨数l2-l4: 聡馴数l7-2l: 幽門垂数39-80; 脊椎骨数fi2-65

地理的分布
日本及び樺太，南千島，稀に北千島にも見られる。南は朝鮮東海岸，グレート・ピータ帝湾，異能江，ウスリ

―湾， プ ガチョフ，沿海州及び台湾の高山渓谷にこの種の陸封型が捷息している。後者の事について大島博士は

台湾も舌ば気候が寒冷だつたので，分布したのが， 段人北に移行L・たものだろうと述べている，

  生

北梅道に於いてほ，沿岸産及び石狩川河口のものは，主に鮮魚及び塩造として市販される。外にます躍にす

る 。

   
北梅迫の造南沿岸ではI本釣，ぞの他沿岸-C-i.亡 ，主に沿岸定置及びほす流し網" で初更の候漁陛ぎれるが，

河川内では，流し附， 曳網等を便円している。小河川では昔運 "さけ" と同じく，ウライ， ヒツ ヵケ，ヤス等で

捕る。陸封型やまべほ釣魚として好適な対称焦である。

  
初夏の候， 大低6 月から8月までとられる，

さけ・ます類の測定

さけ・ます穎に限らず，総ての魚類を測定することは，重要魚類の資源，生態，統計及び分類の各水産分野に

於げる最も根木をなすものであるから，測定は正確に行われなげれぼならない。例えば魚類の生長，体長と体重

の相関関係を出すにも，各年毎に於ける漁獲貨を調べるにも， 鱗の生長度合と魚体の関係を見る場合にも，はだ

また魚類の丘定の時に， 体の舌部位を測って，体重，頭長に対する割合を見るにも，測定した係数と云 うものは

久くべからざるものでもる。現在までに，魚樺測定上の標準となる即位は，昔踵妓毎に勿諭詳細@二は 異なるが，

大几決っているとはいえ，ぞの測定方法に於いては，必ずしも―定している・とはいえない。各々の標準項目に就

いての測定方法は香分野の研究者によって恵見が異り ， 舌研究者の目的に合う様な方法をとつているからである，

勿誼同―の研究者でも魚の形とか，その日的によつて幾分その方法の異ることはあり得ることである。 魚類を精

密に測定する必要がある時を昧ぎ，資源，統計及び生態等の如く ，多数の魚体の測定値が必要な@場合には，能率

を考えて，多くの補助技術貞がビうしても必要なので，そのために二 l ) 出来るだけ簡便にして誰でも間違わな

い力法K2 ．1測定法は―定にして測定旧の誤差を最小にとどめ， C3) そして正確に測定するよいこ指導及び監督

すること等が絶対に必要な条件である。

さけ・ます類を測定する土芳合， ・さけ・ます穎は，他の多くの魚煩と里り，産卵期が五づくにつれで，成熱生長

ともいい得る， 頭叩が極端に伸長，湾曲する第2女性特倣が地著になり，特にその度合は雄CO 方が雌より 桂立 %"G

あるから，注意する必要がある， 即ち河川内に投げる雌推の第2弐性特徴を研究する場合には，こナ L等魚体の長

さは重要であるが，それ以外の， 各河川 捌の体長胡成を見る土易合等には，雄を位用することは，個体によって差

が大きいから好適であるとは云われないのである。 海洋型ff@標本測定では余り必要はないが，河川内でほ， 出来

るだけ雌爪を測定に用いるのが良い様に思ラ，

魚体を夫際:二辿 @定する場合，最も簡便な力法として， 極く背涌に使用されているもの:: ， 日盟りのつw十魚休

測定板 CfishMeasuring BOard) CFig ・ Hi I,) 曲尺，デパイダー及ぴノ ギス等がふる。 特に成魚の測士にほ，

測定板，曲尺を， 乱魚のような小杉なものには-乃女に，デパイダー或いはノ ギスを使用するのが有効である，し

かしながら刃壬父は研究の目的以外の他の目的の」めに，生かしだまで測定L，なげれぼらない様 F揚台・には， 叶

殊な測定器具を考案する必要がある。 ―般に測定仮の目盛りのつげる場所ば，第t区のH に示す如く，A で七B
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でもかまわない。魚をのせる恨O

B に日盛をつげる巧ほ， 魚体の全

長， フ オーク・レンクスは直ぐ日@  
に， 目盛りがよごれて時ヵ取株な 
り をっけるとぎは必要な場所が測

れるし，汚れると云ラ事も少ぃ。 
体の上に曲H をゐてて測定しだ場

合とでは，前者は測定板の目盛り

に二角定規の直角の―面を当てて
Fig. 11. Measuring method Of fish On a measuring board and

trianglar square C I ) commonly used fn biological or
読めばよし、；三 ，後老の@夢台には，

fishery researches.
魚体の湾曲具合によつて測定する][. General view Of measuring board from anterior

から測定板のは直線長で方，り，曲side (Ant.). .,@ A. & B. Ruler.

尺のは湾曲しだ輪廓長でもるから，
1l1. General view of measuring board from POsterior

side CPOs.).
後者の方が同じものを測つて七，

かなり長くなり， 向フリ □ ハンドでするから， 益々不正確で誤差が大きくなるから，この曲尺の力法は絶対に使

用しない方がよい。それから小杉なもの@／別として，さけ・ます類のようた大形な魚では測定板を用いる方ヵ ;自こ

率的で，誤差も 少いヵ ;，測定板が無いような時には，やむなく曲尺とデパイダーを併用することがあるが，出

来れば曲尺なら曲尺だけ，デパイダーならデ パイダ□の長さだけを使用するようにして，併用@／避げた方がよ

い。

太平洋さげ墳の測定@=音通使用されている標準項目の主なるものは女の如きものである。CFig ． 12D

TOTAL LENGTH
e l) 全長 CTOtal length) : 吻の

先端 Cさげ類では昔涌上顎の先端
T FORK LENGTH ―

から尾鰭上莫の末端までの長さ―

 

 -STANDARD LEN&THCH)
上葉の破損じ-し L' る事が明らかな

時は，下葉の末端主で， 但しこの

祖鱗部，寸、 端 まで C被鱗体長) を

」  ―

C2) フ オーク・レンクス， 父長或

の土蛸から尾鰭[さ斤頼"G は正 
つている中央最短鰭東片ま -C の Fi9. 12. Diagram Of the measurements Of a salmonoid fish  

D. DOrsal fin. AD. Adipose fin. P. Pectoral fin  長さ， フ オークレングスほ アメリ

C ． Caudal mn ． V ． Ventral 乃 n． A ． Anal 6n  
ヵ 等で多く使用されている。特に

B. Branchiostegal ray   
妨は擦切れだり，破損することが多いが，叉状部は尾鰭糊に比較すれば，破損を受げることが少ないし，尾

鰭は旧体によつて長さが大い@こ違 うことがある。
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(3D 体長 CStandard @en却h Or body @en 匁h) : 吻の先端から尾鰭上葉の背面附舌点主での長き (Standa 「 d

@。ngtH 口二，吹堆から被鱗部最後端 CSCaLd BOdy le" 如h- 被鱗体長と云われでいる二主での良さ rStan-

da 「d length CHL ， 及び吹端から脊椎骨末立祐 C尾鰭を左石に曲げた時に尾瞭基部二欠剥が出来る二までの長

さ CStand" 。d 卜ngth rID 等を測る。 しヵ 、 L．以上述べた中 ，、・ つれが止しL小は研究者二よって白人議論が

閾わされ，各人耳詰があるところでもる。きげ・主す類ては，他の多くの魚と兵なり，照鰭上葉の附根と被鱗

                               相当あるから，厳密に云えぼ，                                附根亡でど・ 被鱗叩末端まで刈ったのでは，

両者i・'甚しい誤差を生づる結果になる，それに上葉の附恨が門瞭でない―主観，的になり防コ亡ど心あわせ考え 
出鰭上葉の附根三で@、1長さを持つて体長とする事ほ大いに疑門があるので，この長さは位門Lない方か良いと

思三 。 更に育椎庁末蛸までの長さを測るのが，根木的に老えて正当であるが，しかし多くめ旭体寸取扱が老士

には，技術的に煩雑でおるのに対し，役膵部末端までの方が推:こも明確で能辛的'@、 あ る。 この両者では―長―

江がもるわけcあ る。 体長を計測する時には，日的にばじて， どこまで川つだかを明確に記載L たすれはなら

ない。

C4 二 頭長 CHead length ，) : 吻端ヵ，ら醜蓋のM 後端までの長さを測るが，研究者によつて概蓋の後緑にもる緑

惇□aaVコを含める場合ど 含めな。叶がもる三うだが， 緑膜を含もた長さにすべきものと筆者は老えている。

しかし第2久性特徴を調べる時に:亡 ， 吻端；、 ら帆蓋C後緑でなく，鯛監の上部附根印ま.eD 長さ CT ・ H ・ L ・ )

を用いるのも良いと思う。

C5D 胴長 CBOdy proper len印h) :甘通この頬は第2共性特徴が践著なたし，博準の長さとして， この長さを 採川すること-； ;少くない。これは鯉蓋後緑の亜目線より根鱗部末端までの長きである， 最五アメ

の中，し刮@垂線より尾鰭叉状部中央末端までを標準体長CStandard body leng[hコと・ いつて使用しでいる。

C6D 体亜 CWelght") :晋涌換定証のもるスプリング秤或いは古杵を用いている。しかし両者共に長所と奴所が

あ る， 即'i@スプリンタ"不H-の方が，台秤より-―般に感度が良く。携帯に使利であるが，測る時に指針が巾人定ま

らな，おぞれがある。 それに対し 白秤は携帯には極めて不便でもるが， はつぎりす目標するので有好でもろ

う。 魚休L 重さをf低@   る時にはあらかじめ出束るだけ充分に水分を取去つて力、ら倹汗するこどである。 それから

最初に台秤と スプリング秤 (特に古いものではJ と．でわ，感度の狂つていること@a;方， るから，同―の魚を両者

で討って， 前もって補正する必要がある。 重さの単位はgram CS)) を用いるのが昔通てあり，他方長さの単

 泣はmm C粍二 を用いるのが規則てあるが， さげ娃のように大形のものは， cm ((魎D で良いし。まぎらわし

くない。若し研究によつて必要なナ歩合には挺を直ちに粍に換算して使用すればよい。

C7) 体長 CDepth) 及び体市CWidth) : 休高は魚体の背面、腹山 バ問の垂直長で， 体の最も山の広い処乃長

さ二この場合，茸盤め前方にもる痕跡的解条な ud@mentary rays) iiぇ E 窟中に埋つて，その"叩分が幾分高く

たつ"ご L 、 るのが苦F たかれ この部分を除かな，iLばならないD である，プ第2人性牡徴等を拙べる叫古には

背血。 ―杏高。処から側線士での長さ CB ・ DD を用、 、 る場合がある， 体巾は焦体背面から見，左右C 展も山

の山い処を川つた長さで亡，る，ぞび場合恵体を出・来るだけ ， 自 れ三:六態に於、、 ー二社 @るよ 5にせねばならたい。

L8 コ 従条拉 rRay) : さげ二す類は攻条 CSOft ray) だけからなる。その中に分岐L，ない鰭条 C主鰭条PrlnCi-

pa@ 「 aySD ど分岐硅条 CB ，anched rayS 二が方，つて，卜別l-で 数えること．亡屯 ， るが・ ぜE ―投に向老 を含巳て

允辻1-r-' 。 、 石姥条;Deve@oped rays))だげを数えん。特ぽ必要な片を峠き間宅及び管館C前印にある痕跡的

姑条 LRudimentary rays コか除く i?)で左，る，

i9) 側棟鱗蚊CL ，t。ral iine scale):魚項によっ丁 は川定上，重石な特三にたるものの―ってゐる。さけ浜では

令東． 睡の @fill七泉糾拉 Q 変異D 巾が耳複 @-で、るのでち，る。 音通川線有孔 鱗数を持つで表ほ寸。 木休;二市 ';，、"C

紬蓋後" の百線叩亡几脊椎骨末端までの討拉を用、、 石 。 向背椎骨末端三では中 * 巾倒なので有孔鱗敢の明瞭な

場合には最後部まで如ク ．ている。六の様に示せはもつと正確にたるだろう。例えぼ3 十 l30 十 4 のよ三 @こ 記載

するならば，E 丸の3" 蛛監末端前C 幾分上方に湾曲じて・。 * 処乙側線鱗拉，去のt30 は古線部令椎骨末立六主

で乃匁， そ L ，最後の4 は育椎骨木端よ L後力の有孔鱗数を表わし， でいるので， 要ずるに側線鱗故総計l37

あ ると 云うことがわ，，るわげである，数える場合ぽ は側練の最先端の七 刀及び最後端のものは，時に明瞭を欠
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く事が多いから特に注意して正確をぎす必要がある。

00) 脊椎骨数 CVertebral mumb 汀i : 昔涌脊椎骨数ほ， 頭笠後方の第l脊椎骨。ら最後端で蛍えで，尾部榛

伏骨 Curosty@e) を除く事が少くないが，魚類刀発生学上から見ると尾部抹状骨も脊椎骨の―つであるから，

とうしてもこれを加えて数えるのが本筋の様に考えられる。研究の目的によつては尾部依状骨を加えない時に

は， その事を明記すべきであろう。

cml) 呈柄" 長さ CCauda@ peduncle 、) : 穐鰭の最後の鰭条基叩から尾鰭下葉最前端痕跡的鰭条主の長さを持つ

て示されるのが廿運でもる。

Q2) 紺拙 CGil1-raker) : 通常4対の蛛の内 ， 第―鮮弓上C@鯉細数を持って表わすのが慣例にだっている。鯛

目の上葉と下葉にある 鰍招を分けるのが良いと思うが，多数の標本調育等の時には全数を持つて妄わしても支

障はな。，

f13) 蘇矢骨 CBranchiostegal ray 、)" 聡蓋の下部の左右対をなす板状骨でもつて，左右の数が艮る事がもるか

ら，必要なL ば左右を数える方が良い。

04 コ 鱗 CScale'@ : 鱗は魚の年令査定に有効なものであるから，採鱗しなげればならないが， 研究者によって

そり抹鱗す七場所が多少異つている。昔涌背鰭の始部下方で，側練上郡の―定部位を決心てい，が，極く最五
桓人検討C結果さげ蔑では背鰭始部の垂線下で側線-ヒ l， 2列の鱗を採るのが良いようで，そり叩分より採鱗を

している。採鱗枚数は研究目的によつて異るが，昔運枚l0-20 枚同―個体からとれば充分である，

その外に踵族 (Race 二の研究では， 吻端から各鰭始部までの長さを測ることがもるが，持に主ぎらわしいので

多数の原体を―度に測定する様な時には，能率も考えて，各鰭の最後の軟条基部まで測るのが 便利でもる。又坤

には尾柄高や，背鰭と脂鰭との問の長さを測ることが必要な事もある。 然るに，さげ類測定上の亜要事項は，舌

研究日的によつて大いに異るのが当然でもるから， 各魚種によって詳細にその都度方法を決定しなげれぼならな

いのば勿諭である，その他にも魚体採集年月田，扶集の場所，採集の仕方及び特徴となる事項は総べて，後の参

考のだめに，メモしておかなげれぼならない。極く常織として魚体を測定する場合，頭を左に向げて，即ち左側

だげを測るのが昔涌であるが，特に左右相称部恥でも数の違うよ5なものは左右共測定することが必要である。

さけ類の検索

大平洋さげ頚は総てさげ属 COncorhynchus) に含まれていて，にじます属CSalmo 、)，いとう属 CHucho コ 及び

いわな属 CS"l"elinus)i と共にさけ科 CSa@monidae コの―部を形成している，さげ属の各種の検索は今までの研

究者によって幾分展。 るのでもるが，参考のために松原博士C1955 コの "魚類の形態と検索" から，さげ属の種の

検索を引用L．だ。

さげ目(痩の検索)

ai                                           で 35-38 本， 鱗ほ比較的大きく，l36-l4CW 列， 鱗の役浸叩C環伏線は四日部に達して伐

かに消失L ，ただ核，[) 吉lljにある環状線の内 ，完全に円をえがくもの佳う、に 4-7 蛉， 鱗は産卵期に著しく欠刻

する。幽門垂は，海洋型 C走泡型) でぼ78-93 ，陸封型では5l-69

hi 稚魚は後頭叩に斑紋なく，側線上のり斗@状O 斑紋の上，下にも小斑紋がある，産卵期は―定，成熟期に体

が黒要L， た。，

cI 土海叫[海洋型D 幽門垂78-93 C79-97) 縛解条数l4-l6 Cl4-l7)

…… べにますO，，。。， ，hynchus ner んkiava 「 ・ケ，"rka CWalbaum)

C， 旺封L ，幽門垂5l-69 ， 腎鰭矢数13-I4

…‥ひめ士す Oncorhynchus nerka va ，・ adonis (JOrdan and McGreeoio

h2 惟魚d¥¥後頭部は四年ゴマ状をL，たかなり大きいl刈  の弓褐黒色斑がもる。側線上に大与ざ 不同W9 個17)小， 卜@

状の斑紋があるが，そC 上，下になんら斑紋ばない。周年産卵する@成執ポC休が黒変するよ秋田県山沢湖特産)

…… くにますくぎのじりますD Ow0rAywCM5 ぬM， dWw グ df CJOrdan and McGregoD

a' 魚糾叩よ比咬的 短くて19-30 本， 鱗はやや或いは甚だ小さくl3o-2l5 列

dI 鱗汁甚だパ、 さく t8ラー 2l5 Q54-2l0) 鱗の按里部の環伏線は蓮田部との墳界線とに於いて伐かに消失しな

い核心叩 二理代線ばやや粗で， 2-3 の円を有する。露出郡と授硅耶との境界線上に於ける附目帝の幅が広

，、。 ぬ M十 !仁 26-32@ 才ミ C29-33) ，幽門垂136-189 C108@ l42) ， 背而， 脂鰭及び尾鰭等にやや大きい黒点が敢
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在する。小形で，最大45cm 位

からふと ます Ow □ぬyw 研%5 go/ 仇SC仇 CwalbaumD 
d2 鱗はやや小さく， l30-l55 。

。I さけ・ ます類中最大で長さ2m に及ぶ。 休の背面と上部の各鱗に多くの顕著な小黒点が散在する。煉

条骨はl5-18 C18-19), 腎鰭条拉14-17 C19) 鰹拙数20-2t C20-28J, 幽門垂128-18! ． C@67-177J,

鱗数はl50-l53 C144-l50) 鱗の核心部の中心点は鱗の中心部より憧かに後方にあり，核心部を取巻

く 輪数は5-l0 ，被覆部の環状線は露出郡の境に至つて急に消失しない。

 …   ますのすけOncn グ乃 ynchus tsch 。MVis 。加 (Walbaum)

e， 大きさ7Qcm 以下，休の背回の黒点は海産種ではほとんどないか或は不頭薯， 鯛条骨抜ぽ l3～i4， 腎

鰭集数l3―は，

fi 幽門垂はl52-17 久l17-l79) ， 鰯拙ほ22-24C19-26) ， 鱗数140-142 Cl25-l49) ， 鱗D 被桂叩の環

伏線は露出部に至つて急に消失し，核心部に投げる環状の内，完全に円をえヵ丸、だもの僅かにl-2 輪

 …‥ さけ O他orhymchus keta CWalbaum 二

f， 幽門垂は50 内外，鯛紹数はl9-25

g ， 幼時又は小判伏斑紋を有するものには体側に朱赤色点が散在する， 鱗の被覆部の環状線ば全部露

出部@こ 浸入し，両域問に区別がない。

hi 湖水型。り斗 @状斑紋と朱赤色は成長と共に消失。背部に小黒点散在，60cmi@ 及ぶ。C南口木の湖沼フ

  …・びわ ます Cあ めの三を) Oncwhynchus rhodurus var ・ 杣odurus TOrdan and

McGreeor

h2 河川型，生涯り判伏斑紋と朱赤色点を失わない。倭小型 C南日本の河]¥@

あ まこ。 Cln ば。グ乃yクichus m乃 。dM グ Ms var ．川のrost のmnus CGiin 甘 hher)

g ， 幼時又。 よL斗U状斑紋を有するものは朱赤色斑点がない。鱗の被覆部の環状線のうち，露出部に浸

入するものは極めて少ない。

iI 海洋型 (走海理コ /M斗U状斑紋ほ消失し，背鰭に大ぎなl黒斑がある，

 …‥ さくらます Oncor 竹nchus 似2sou (Brevo0rt コ

1，! 河川俊小型，小判状斑紋は生涯消えない。背鰭に黒斑紋がな、 ・

  … ・やま べ Oncorhynchus masou var. ishikawae (JJOrdan and McGreeor@@

d3 鱗はむしろ大きく， 鱗列数ほl2?n-l39 0l30-l32) ，幽門垂は52～81 (66-7I) ， 鯛拙数l9-25 C21-23)

鯛条骨数l2-14 Cは-17D ， 腎鰭矢数l3-l5 Cl7-l8 二，襯条数 10-12 (l3-l5) ，被覆部の環状線は露出部

へ僅かに断続して浸入する。

  …・ きんます Oncorhynchz4s kisu お方 CWalbaum コ

註 括弧内の数字は筆者の調査によつて得た計数である。

最後に，この報告を取り支とめるのにあたり，踵* 倒拉示を頂いた北海上水産醗化場調査課長江口，弘氏同事

業課の木間正雄氏並ぴに測定に就いては北海道さげ，ますふ化場調育課の小林，阿叩両氏に倒助言を堂げた事を

深謝する共第である，
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Plate 2 

第口号 0956)  

 Oncorhy'fichus gorbuscha CWalbaum)

d・ O収orAiynchus kisutch CW ，albaum@)
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Plate 3 

 

 

 

 

e Oncorhynchus nerka CWalbaum) Sea-run form

 
  

f Onco rhy nchus nerka CWalbaum)

   

Landlocked form C = 0. nerka var adorns C J & MC. V)
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Plate 4 
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g. Oncorhynchus masou (Brevo0rt) Sea-run form
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h. Oncorhynchns masou CBrevo0rt) Land-1ocked form C = 0. mason var. ishikawae @T & MC.)@)
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