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This f$ 4 brief note On the fishes which have occurred in recent years, and the history uf fishes

which have been introduced into TOwada lake.

There are t7 species 0f fishes which have been artificially planted from many localities into the

lake. SO far as we have examined, there are records 0f the introduction 0f the following five species

among them : Oncorhynchus nerka fn 1902, 0. masou tn 1904, Salnw gairdneri irideus ;n 1900, Cyprin-

u$ curpio in 1884, and Carassius auratus in 1892, respectively. Besides Of them, bro0k trout, whitefish,

catfish, ayu (probably native to waters around Japan), pond smelt, churn salmon, char and dace have

been also introduced into this lake, but the propagation Of these species have been unsuccessfu1. As

a result, there occur nine species 0f fishes fn the lake at present and they are aS follows: lake-1ocked

bluehack salmon {Oncorhynchus nerka) and masou salmon (0. masou). rainbow trout (SO/TOO gairdnen

irideus), char (JSalvelinus pluvius'), carp {Cyprinus carpio), crucian carp ((Carassius eel (.Ang-

uillu japonica), freshwater sculpin {COitus pollax), and goby {S.himgoUus swills').

In conclusion, it ;s necessary to carry out further limnological study Of the lake togathered with

the ecological study 0f known fishes fn this lake. Hereafter the suitable forms 0f fish should be intro  

duced into the lake for the highly productive utilization.

十和田湖は肯森・秋田の両 県に跨がり，東北地方を縦走する奥羽火山系中にある数多くの大小湖沼の中，最も

北部にある大ぎなカルデラ湖 である。同湖は侮拉4nnm の高さにあり，湖水の最深部は334m で，その周囲は約

47km のほほ正方形に近い型をしており， その東南岸より湖中に御倉，中山の両半島が突出して―屑この湖に美

観を加えている，湖に流人する河川としては宇樽部山，神田川，大川，銀山川及び北西岸には狭小な諸渓流があ

る ―力奥人瀬@llはこの湖水唯―の排水河川で，青森県の八戸附近で太平洋に注いでいる。

この交通不便な清例な湖に在来より接忠 、 していた動物といえば， 両康類のイモり(． Tritur ・ us 力ノ /@ヵ。叩slerl と

甲殻類のサワガ二((POtamon (GeoZ加ゆusa) 小加ntni}位のもので，奄類は硅息しないと云われていたから，早

くから湖畔に居住サる住民の蛋白源補給の―路として，この湖水を利用することを考え，営て十和口湖に快息し

なかつたヒメ マスを初め約20 踵内外の魚類，水産動物を移殖放流し，これが増殖を図つたのであるが， その結

果は成極では成功し， 又或種0@1ものは失敗に終って現在に至っているのである。

―般的に我が国の湖沼に就いて最近まで湖沼学，地質学上から研究された業績はかなりあるが，湖沼の魚類に

関してはその組成が比妓的に単純なのに心かかわらず，それ程充分には調べられていないよヨ に思われる。とい
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うのは湖沼の地理的な位置によって大いに異なるばかりでなく，これ等湖沼に在来から棲息している魚類に加

え，その後陣々 の辺山で，生産的に活用する必要上数多くの魚頼及び水産動物を盛んに移殖し，成いは湖沼相互

間で大いに移殖を行つて，その当時の移殖元とか，移植後の各種の成果等に関する充分詳細な記録が少ないた

め，それ等の沿革経緯を現在正確に把握することが極めて困難であるということが，その理由の―つではないか

と考えられる。湖沼への魚類の移殖，増殖というものは，その時代み みの趨勢に応じて大いに異なっていたし，

今後本色々 変転を繰返して行くものと思うので，著者等はこの報告で，未だ充分とはいえないが，―応現在痩息

している魚類だけについて簡単に取り纏めた次第である。尚 この中で，このたび採集されなかつた魚梗でも，確

夫に捷 息していることが明らかなものは附け加えることにした。

最初に現在十和田湖で発見される魚鹿名を列記すると次の如くである。

サ ケ 科 Salmonidae

サ ケ 属 Oncorhynchus

チヒメマス Oncorhy 爪 chus ne 相a (Wa@baum)

* サクラマス(マス) O れ icny ぬノ wchus masou (Brevo0rt)

ニジマス属 Salmo

SU か仰 g市材地ァ@ か洞 M5 GibbonS 
 イワナ属 Salvelinus

* イ ワ ナ Salvelinius pluvius CHilgendorf)

コ イ 科 cypHnidae

コ イ 属 CyprinuS

-1" Cyprinus carp'?o (Linne)* コ

フ ナ 属 CarasSluS

Carassius aurafus (Linne)% フ

ウナギ 科 AnguHHdae

ウナギ 属。 Anguilla

* ウ ナ ギ Aneu@l 伍 が少 wnica Temminck and Schlegel

ヵ ジカ 科 COttinae

ヵ ジカ亜科 Cnttinae

ヵ ジカ 属 COthis

% ヵ ジ ヵ COtt硲 poffex(Gunther)

ハ ゼ 卒@ GObiidae

クモ " ゼ亜科 C ・iobiinae

ヨシノボリ属 Rhinogobius

* ヨシノボリ Rhinog00ゐ ius s@l7ziljs(Gill) JOrdan andSnydier 
次に移殖された各魚種に就いて記述してみるならば， ヒメ マス(姫鱒)□Onco カ，ッ nchus n。 ノたね□十和田湖のと

ハマスも衆知の如くべ二@77 、 (べ二サケ)の Lake-locked fo ，m で，北海道及び本州の清冷た湖沼に博月、 してい

る 。 この湖には明治35 年 u902) に北海道支筋湖より魚卵を湖畔子ノ口の簡易な人工牌化場に移植収谷し， 翌36

年 Q903) 4 月に放流したのが最初である。それ以来その年により数量には変動があつたが，年々ヒメ? ス卵或 
いはべ二7 ス 卵として，明治38 年 (l905) に子/ 口 より上出に移転新設した隅化場 (二和井内隅叱場) に ， 移殖

放流すると共に湖で漁獲される魚体より扶卵し人工岬仕放流を平行して芙施したために，この魚漬の繁殖に成

功して十和田湖の名産になるまでに至ったのである。現在附化場ではこの湖のとメ マスの資源離拮のために毎年

人工僻化放流を行っているのである。この湖のとノ ? スの資源が維持されているのは，禁漁期間設定等の調整と

人工船化放流によるとは思われるが，他に当然天然産卵も行われているためと思われるので，今後この湖水のと

メ ? スの天然産卵末調査を行うと共に随々 の角度から生態的研究を行って， 二の使を永久に保護しなければなら 
ないと考えている。調査材料は全長237mm-356mm の魚体を基礎とした。サクラフス (マス)―0% 山所ywrA な s

WdsoM ―明治37 年 (l904) に木鱒として移殖したものは恐らくこの令 種であろう。この移殖以前より排水河川で
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あ る奥人瀬川に湖上したこの種を跳子大滝より魚道を作って湖中に湖上させて繁殖したのであるが，その後この

魚穐がとハマスの他魚を捕食するため， ヒメ マス繁殖上方害であるというので，魚道を破壊してしまつたので，

それから奥人瀬川の7 スは湖に湖上しなくなつたと思われる。現在湖中で大型の成魚が時々 捕獲され，午樽部Jll

にも湖上することが知られている。これは当時湖に入ったものが残存繁殖している七のである。 この魚種を湖畔

では十和田鱒或いは川鱒と呼びならされている。人形の雄の鼻曲りを「猫鱒」と呼ぶこともある。 北海道洞爺湖

に於いても，人形なクロマス - カラス7? ス と呼ばれているマスが獲られるが，これは湖が相当の四さを持ち，湖

中に餌料が豊富で，産卵のために好適な河川或いは湖岸に産卵床があれば，陸封されたもので七かなり大きくな

ることを大野・安藤 (l932)が報告しているので，条件こそ大部異なるだろうが，同じよ5 なことが十和田湖の

陸封? スに云い得るであろう。しかしこの点は今後充分研究する必要がある。調査材料は56.5mm の 』―ル・マ 
―ク をもっヤマべである。 ニジマス(虹鱒或いは日光鱒 (?) ―十和田湖に於いて)―Salmo gaird 僻バ研ぬ松―

この魚種は明治33 年 (l900)に日光中宮両湖 より子ノ口の岬化場に移殖し放流されたもので，この湖に? ス頽を

放流した最初の魚種である。 その後大正8年 (l9l9)にも移殖している輸人種である。 北海道及び本州各県で盛

んに養殖している。この湖では現在も時々 膣られており，子/ 口 より北西岸地域に多く 懐息しているようである。 
ヵヮ マス (河鱒)―Sn@w ・ u@nuss 九nlindム l@，―明治33 年 (l900) と明治42 年 Cl909) の 2 回にわたつて移植した

記録がある輸人種であるが，現在棲息、している様子がない。尚 湖畔でヵヮ マス (河鱒?或いは川鱒) と呼んで、  
るのは陸封サクラマスのことである。 イワ ナ (岩魚・ 嘉魚)―SalveljnnspfwUiw@―この魚踵は本州各地諸河川の渓

流に普通に棲旧、 している七ので， 奥人瀬川の渓流にも又棲烏、 している。この湖には古くは安政2年 (l855)頃に

放流し，又その後明治l0 年 u877) 頃にも放流を行つている。サクラマスを瑚中に湖上させる日的で，銚子大滝

に魚道を作った時にも，奥人瀬川の該乍、 も湖中に人つたであろうことは充分考えられるし，現任も位息するた

め， 時 採々取されている。この湖に於げるイ ヮナの産卵が湖に注ぐ渓流で行われていると思うが，中イ興味ある 
問題である。 コク ナマス(小口鱒或いは白鱒)―co% ど0れ於 Sp ・ (C0 叱 P。れれ 5 CAOdQ り (?) ， C ・ M ぬ/@8 沿f5(?)or

C ． d仏 z@s (?) ， C ． 血加 。九仰ゐ (?))□アジャ及びアメリカ両大陸に数睡普通憧が棲息するが，総て我が国に産し

ない輸入穐である。 アメリヵのは我が国に大正l4 年 Cl925)及び大上は年 (l926) に輸入されている。この湖

には昭和4 年 (l929 、) と 昭和5年 Cl930)) の 2 回移殖放流された記録があるが，この庫が正確に何であったか明

らかでない。現在は発見されていない。よイ (鯉)―Cyprjnuscaゆ也 ―明治l7年 (l884)以来数度ならづ移植放 
流している。現在は相L 大形のものが碓られている。フナCff@t)―山叩SS@悔 auraius―も金魚と共に 明治25 年

(l892)以来放流し，最近フナはかなり漁塵されている。金魚にっいては或る人はf申 られると云っているが大いに

疑問がある，フナ，コイは元々 暖かい水温を妊む魚種であるが，これ等は非常に適応性が強いため，この湖にも

繁殖するようになったものであろう。フナの調査材料は全長 53mm-l27mm の範囲のものを基礎とした。 ナ

マズ(鮪)―Pn・ グasu7u@uS必。/M.s―も放流した記録(十和田村史l955) があるけれども現在允児されないので失敗 
したのであろう。ウナギ(鯉)□Anrutlla ブ口t>。血口□嘗て放流したことがあるが，この魚穐はl降悔して海洋で産

卵するものであるから，ここで時に大形のものが穫られることがあるので，現在湖に棲息している魚は当時のも

のが生き残っていたものと考えられる。調査材料はl958 年6月中に探られた全長 l03cm の人形魚であつた。ト 
ゲウナの二種□G"sterosteinae□ この点陣は毎年相坂及び秋田県紫平からコイの椎魚を移植する際―諸に混人し 
た形跡があるが，見た人が殆どないので現在は懐息していないと思ラ 。 コア ュ (小鮎)□Plecoeloss硲 allivalis □ 
は琵琶湖から，又ワカサギ(鮨)―乃Vpの彬sus Olidus―を霞ケ浦より終戦前に和井内氏が移殖放流したが，両睡共 
失敗に終っている。カジヵ (鰍) ―COottu5 力 olln ・x.―この魚種七本州各河川及び渓流に極く背通な魚庫で，現在も 
普通に発見される。調査材料は全長55mm-89.5mm の魚休を基礎とした。ョソ ノポリ □Rhi れ。fob@us s@mi 久 @s□

この踵ほ終戦前人湊海軍要港部で，十和田湖の増殖を行つた時，琵琶湖のプナを移殖した際，この魚撞卵が水草
に附着して運ばれて，それが繁殖したものである。 現在も相当採取されている。調査材料は全長33mm-45 ・ 5m

m のものを基礎とした。サケ (鮭) ―0nca 所ク nchuske 血―明治38 年 (l905)に移植放流しているが，この魚種 
は附出後問もなく降悔してしまうので，この種の増殖に失敗したのである。 アメマスC雨鱒)―SOfg7Z@7n%5 ぬ MC-

0?n?ぱgnn/5(?ト及びウグイ(餓) ―D め 。励0w 乃dん OwgwS ゐ―も移殖された記録があるが，現在これ等魚種は発見さ

れていない。以上の外に，奥人瀬川下流流域にある現在の相坂養魚場の前身でぬる澗化場に大正2年 u9l3) に

農商務省水産局の手を経てアノリヵ から二ジマスを人れ， 更にその後昭和2年 Cl927)頃カワマス(河鱒) も移

が
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殖したことがあるが，その時の二ジマス卵或いはカヮ マス卵の中にブラウリマスー(Brown trout) ・sMWofM#fo

0r S ・ f・ルバ。(大西洋鱒)―の卵が混入していたのが，現在繁殖しここで 多数養殖しているから，今後この増

殖を各地で行二と共に，その卵を本州，北海道の湖沼或いは河川に，研究又は遊魚の対称として移殖したならば

成功するのではないかと思われる。更に魚類ではないが，甲殻類のズヂェビ Leander pauCidens も秋田県の八

郎潟から移殖され，現在盛んに繁殖して，湖畔でほこれを相当量漁獲加工しており， 最近ではとメマスと共に十

和田湖の名産に数えられている，今後十和田湖観光枚び湖畔の発展のため:こも，ここに現在懐息する魚類の突熊

を調査すると共に， 更にこの湖沼条件に適する魚族を移殖し，繁殖せしめることは，狭小な我が国の内水面利用

の観点からも極めて重要なことと考える。

最後にこの報告を取纏めるにあたり，終始懇切な御教示，御助言を頂き，且十和田湖に関する資料を御貸し下

された前十和田湖ふ化場長，現北海道さけ・ます・ ふ化場調査課研究員徳井利信氏，北海道上水産岬旧場次長三

原建夫氏及ぴ事業保佐々木与吉氏並びに調査材料採集に協力頂いた十和田糊ふ化場古谷行止，島脇貞雄の各氏に

対し深甚なる謝意を表する次第である。
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