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It is to report the result Of some biological observations On fishes naturally inhabiting the Nishibetsu

river system including the rainbow trout from October Of 1953 t0 April 0f 1955. The results obtained

are summarised as follows   

There are thirteen species Of fishes occurring ;n the river. Among them, two species  rainbow and

bro0k trouts have been transplanted artificially into the Nishibetsu hatchery about three decade ago for

cultural experimenls and hatchery operation. Their fry have escaped from hatchery ponds into the

river, and they have propagated naturally under suitable circumstances. At present the species Uf the

predatory fishes to salmon egg, and t0 fry which are artificially hatched are six t0 number; viz,

land-1ocked masu salmon (Oncorhynchus mason), common dace 0f Japan (.Tribolodon hakonensis), a kind

Of char fn Asiatic areas (Salvelinus leucomaenis';, Hucho trout {Hucho perryi), the above mentioned

rainbow trout (Salmo gan'dneri indeus Or s. gairdneri) and bro0k trout (Salvelinus fontinalis)  

The contents Of 337 stomachs 0f predatory fishes were examined, and ft was found  consisting

principally Of many kinds Of aquatic and terristrial insects, salmon egg and fry. SOmetimes aquatic

plants and rarely mouse, shrimp 0r other fishes, were included fn ;t. Jn the great majority Of the

stomach, trichoptera larvae and pupae were the most dominant fo0d @n quantities among the insects, 

They were swallowed mostly with the case Of cadis. The stomach without any fo0d could not he

observed in the rainbow trout throughout all the seasons, but stomachs 0f dace and Hucho were

occationally empty a@ different season. Items Uf fo0d organisms as analyized covered 129 species  

The composition Of river beds in the Nishibetsu drainage was briefly surveyed dividing @t into

three layers, surface, upper and lower. The lower layer is usually sandy in the upstream while tt ls
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mixed with mud ln downstream region. The upper layer ;s generally composed Uf gravels ;n the

upstream, gravels with volcanic trass fu the middle part, and sand with volcanic trass Iu downstream

region. I0 the surface layer Of river bed, rubbles Or boulders are extremely abundant ;n the upstram,

while they become gradually less toward the downstream in the middle part.

The angling catch Of fishes seems to have no relation t0 the water current, water depth, the

nature 0f river bed and angling times. On the contrary air-and water temperatures have direct relation

to the catch, especially when the temperature Of the water fs low, the catch Of fishes decrease greatly.

HOwever, as the uppermost area Uf the water fs constant in temperature beccause Of the spring water.

the catch 0f fishes does not differ according t0 the season.

In the couse Uf this investigation the catch Of predatory fishes by angling was amounted to 2. 399

individuals of which 2. 216 were studied tor various purposes. As the rainbow trout was very common

in the collection in all over the watershads, it inhabit probably most abundantly ;n quantity.

The body-1ength range uf caught rainbow trout was generally large Iu the downstream, moderate

tn the mid-area and small fu upstream area. According t0 the scale reading, it is considered generally

that the rainbow trout moves from upstream area t0 middle and lower streams tn spring, while to

upstream ;n fall On the contrary. HOwever, all fishes in the river d0 not take always the same

movement ab the rainbow trout. Namely, Hucho passes cold winter seasons in deep portions Or in some

tributaries. The wintering place Of upstream dwellers Of the rainbow trout differs from that 0f the

downstream larger ones. The dace ts distributed tn the drainage from its mouth to the middle part.

Of 2.216 fishes, 1.913 individuals were used tU examine whether they predate salmon eggs Ur fry.

The damage 0f salmon eggs from predaceous fishes was most serious ;n the middle area Uf the river.

From this it would appear quite reasonable that the large runs Of salmon spawners occur around

there. Als0, salmon fry had more loss in the upstream area than fn the middle uf the river. From

the difference Of the damage Of salmon fry @n each month Of year, the grade Of the damage agrees

with that Uf downstream migration 0f salmon fry fu this river.

The result uf the investingation for three years Un the damage 0f salmon eggs and fry shows that

loss Uf salmon eggs is 29.,8 per cent and that Of the fry is 18.4 per cent. Therefore, the loss of

salmon egg from predatory fishes is larger t0 some extent than 0f the fry. The average Uf the total

loss Uf salmon eggs and fry during three years @s 28. 1 per cent in this river system.
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北半球人平洋持に北部水域に広く分布している太平洋サケ・マス類は吾 人々類にとつて最も有用な水産資源の

 ―つであるが，最近これ等魚睡資源の減少変動が太平洋に山する諸各国で大ぎな問題となつているのである。 こ

れは数多くの海産愈類， 純淡水魚類と習性を異にし，清冷た淡水Lサケ 各魚鹿により多少産卵場所，習性を異に

するが) である河@llの中流，上流水域或は湖沼が上流に才，る河川又は湖沼に於いてのみ産卵するために，これ等

缶魚種の補充資源保護育成は他の魚陣よりむずかしく，ぞれが管理に対しては，特に留意しなげればならないわ

けである。

如何なる到物心牛れて外的 (環境) 又は内的 (病気竿) の影響に文配されないで―生を終L ものはないのであ

り， 勿論魚傾心その例にもれず，特に産卵床が好適な場所に極限され，産卵条件に強く支配され， 唯魚が河川か

も 降海L，沿岸かも外洋へ成長しながら人回妨するサケ・マス頬では， 益々その影響を受け石ことが大きいわけ

で丸る。 ぞの影饗はその時々 により禰々様々な様相をZ-r るわけであるが，最悪の時には死であり，換言すれば

貸源の減耗とよフ 形で現れる#フ けである。 それでは資源を減耗させる要囚には庫4 雑多なものがあるが，大別し

て人為的なものと天然的陣害の2つがあること* 見逃がすわげにはいか仕いのである。 サケ・ ? ス類七河川によ

って，この-、方が或いは両力の障害が復雑に紐合つて，産卵から次の産卵までの長い間に資源減耗の―路を迫る

h 汁で@、jる小L ，今後これ等諸障害を分析研究することが必要でわないかと考える。

現在まで点類の食性に関し数多くの内外研究者によって報告があるが，特に各種有用魚類に就いては西尾

(l934), 佐藤 (1953), 人飼 (l949), 人飼と井 :: (l956), 0)"connell (1953), Alien と Aron (l958) があり，

魚類に対-ナ る東 考こ関しては久保(l946), BrigRS (l953), Shapovalov と Taft (l954), Lennon (l954),

Ce ・ nぬれ 957), White (l957) 及び佐野u959) 等の興味ある報告がある。 犬飼 (l949) はウグイの食性研究

に於:、 て ，稚魚 (傾名不明) を食害するこど七明らかにしている。又久呆 u946) は北海道内各河川のサケ稚魚

二 対する害魚研究に於いて，この問題のむずかしい事を，そして更に同―河川の連続調査の必要なことを暗示し

で L 、 乙 。 著者等は幸いに3年間 (調査不能な期問を除き) iC ガS だり，殆ど連続レ亡 西川川の二ジマスの生態調査

な東地する市が出来たので，末だ充分でないが笈分なりとも将来この方面の研究及び釣魚の参考になればと， そ

の時の概要を収継めだ次第である。

向調査中の野外諸調査の基礎資料作成は亀ll@，小林，佐藤が，門内吟物調査並びにこの報告の作成，作図の大

部分はた田が担当しだ。

n 西ガUJllの河川 l概要

西川川 は北海道東部に位し，その河口を国後水道に注ぐ，サケ・? ス 捕獲数及び稚魚放流数に於いて七，この

沿岸で最も多い重要な河川である，この河Jl旧摩周カルデラのヵム イフプリ(858m) に隣接する西別岳 (799

nL の麓に，摩周糊の水を源とレ二 発し 憤剣の緩かな虹別原野を東南流し，その後同様に湖水を湧水とする諸

支流水系を合流して， 頂次河幅を広めっっ平坦な荒漠たる原始の西川原野を蛇行しながら東流して，別海沿岸に

至る約94km の水系である。 この水系の支流には大小数多くあるが，その中主なものを河口より列記すれば，

ヂソべスタリJ@@， キ コマルべツ川，シカルナイJll， ナソネべツJ@l，ポリナソネべツJll， ナソネナイJ@l，ポリべッ

@ll改びシュワリ川 等である CFig ・ l) 。 水系周辺は，第4紀の火山中軸をなしていズ知床半島から阿寒，屈斜路

に至る―速の干島人iU糸に属する西別岳の噴出物及び摩周火山によつてもたらされた火山上，火山砂，火山礫か

わなる広大な原野である - @， 0@l火山糸の活動によって現出したカルデラ洲の―つが摩周糊である。 この湖水は排
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Fig. 1 Map Of Nishibetsu River showing locations Of several tributaries,

3 stations (@) and neighbouring villages (0).

氷河川皆無で，湖水温は低いが(Table l, 2)，この水が地殻中の広人な恒温含水届に貯えられ，虹別， シュワ

Table 1 Average surface temperature for I0 days fn

Lake Mashiu. (after Minagawa)

Table 2 Vertical water-temperat-

ure in Lake Mashiu. (after
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ソ ，その外数河川の豊富な湧水となつて噴出しているのである「河川の成因について―言すれば，水源小ら噴出

する湧水が，低地沿いに流れ， 流れの急な個所では底を扶ると共に向側を浸蝕して 瀬と淵を作り，又低地では湿

地帯を現% ，蛇行しながら附五支流水系を今して木昂と流速を増し 下流に砂氾な流して西川川となつたのであ
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らフ 「現在で七この長い河川体増水があると， 忽ち河川の蛇行部は直線になり，元の蛇行部は古河となつて残さ

れ， 前の瀬が淵になるような造@ll活動が常@こ 繰返されているわけである。

m サケの捕獲 数，稚魚放流数及び害魚駆除

西川Jllのサケ捕獲数とぞの椎点の放流数は明治 23 年 0l890) より昭和 32 年 (l957) までの 67 年間に 杓

l， 782 ， 036 尾を本流 (ポリべッ山分を除く) だけで捕獲され ， その捕獲成魚より人工採卵， 臓化した稚魚は

l， 303,683.690 尾を最上流の 虹別
  

事業場から放流したのである (F 児  

2)，この図により大几捕獲の多い年 ?。 。 "M-

には多くの卵を採り，僻化し，稚魚

が多く放流されていた事を示して、 

る 「ところで西3 川で最初に害魚駆

除を行つたのは，事業成績冒によれ

ば昭和25 年 (l950) にシュワンプ 2。 。 ，，0， - 互

ト 捕獲場のウライで， ニジマスl65  

尾を駆除している。その年のサケの
 

 
 捕獲数はその前年l7 ， 011 尾であっ

たのに対し 4， 520 尾で急激な減少  100xllf -
を示しているが， しヵ 、 L． 5 ヵ年平均     の捕獲によるとむしろ上昇期にあた  " ，4"" 十、"十 ，， 入"  イー，ノ 

-g - 2x10'

   プ 抑て岬化場管幣内で放流した サ

 十-す-・イ ケ・マ@- 惟魚が河川内の淡水魚類 が "ル "
 

1H90 H93 1891 1903 @叩@     1?17 1922 1927     1936 1141     1951 1956によって捕食される事に気付き，

事業的に宙魚駆除* 実施したのは Fi9 ． 2 AVe ，age Ofadult CatCH and ，。に"S 。df ，y，numb 。。 ， 0f 。hun)

salmon in each 0f 5 years for 67 years in Nishibetsu river  昭和 ll 年ぃ 936 かわ昭和 26 年

れ 95l) までのl6 年問で，少くと七l2 ， 432 ， 359 尾の 千 able 3 River ， lake ， alM marSh nameSdisCardCd

predatory fishes from 1936 t0 1952 in各魚種を駆除しているLl口口木領土エトL フ ，国後，;q
three islands    島を含む)「 尚 この間北海道本島のN刃Jll; 湖沼で駆除  Island  Riverしだ数量は 8， 943.649 尾及び5， 239,260kg となって

  
ウ ， マス， スズギ及びニジマスの□ 腫類である。 駆

除河lll数は北海道太平洋岸の十勝川を初めl6 河 lll，

IAbashir@―  □ □
 

TOkoro3) ， 捕獲漁具は刺網を初めl0 種にのぼっている， 現
Teshio
Nayoro在では害魚駆除亡事業的には実施L．ていないのであ
Syokotsn
Yubetsu 
Ahashiri
ShibechariW 四月」川に於ける 二ジマス 棲
Shim0-Yubetsu
Oboro
HOrobetsu

忠、の経過――沿革について

Chitose
TOhoro四別lllに西川船化場 (現在の虹別事業場) が設立さ
TOnbetsi-i
Ishikariれ芙質的にサケ人工隅仕事業が開始されたのが明治23

                                                     NlshlbetSu・ ・ "―-
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別脾化蜴に遅れる事27 年の大工5年ロ 9l6 コに設置されているC鮎鱒彙報l929) 。 二ジ，ス。・ヵヮー ? ス と共に

アメリカから日木に輸人した魚鹿であり，ポリべツ川には昭和4年 れ 929) にステール・へツド亡西別lllに放流

する目的でポソべツ隅化場に収容したが，その後はだしてその椎魚を放流しだかどフか明らかでない- まだ―方

摩周湖には大正l5年 u926! 。 、 PJ3 年間稼殖しておりC内海l93 ぃ，その後昭和8年 u933; i@M 鰯採卵成績と

して記録されるまで何も報告がない。さてこの河川へ最初，こ二ジスが棲息するようになつだ事に就，、て ，当時也

別脾化場に勤務されていた幸内氏は「摩周湖の二ジマスは当時総て西川隅化場で隅化L・ており，ここの設備も不

充分であっだので，恐らく最初に二ジマスか移殖岬化した人Ll5 年 (l926) より既に多少河lllに逃避してL・、 だ

と考えるのが妥当であらう」と元つて古られる。それ故に現在の上うに良き鈍の対象魚となったのは，昭和27 ，

8年頃ニジマスが宙魚であると三うので， 摩周湖の二ジマスの牌化をに別事業場で突施するまた中止L，，同様昭

和29 年 ぃ 954 に 肛別隅化場の池で飼育していた数廿の二ジマスを取上げるまでの約20 年間，何年多かれ少な

んれ河川内に逃避を続げると共@こ ，逃避し・だ 魚が成長して産卵繁殖したためであると思、 う 。

v 調査実施に至るまでの 経緯と考え ヵ 

当時この河Jlに洲卜丸るサゲ産卵群が減少する傾向におったのは，多くの複雑な要四の結果に土 ゐ と思われる

が，その―つとして主に地元の人六に上り，河川内:こ凄 息して、、 る二ジマスにサケ帝魚が多数捕食ざれるだめで

方，ゐ といつ声が高くなり， 附化場とし-@ も ，この重要性* 認めてこの調査が計画され安施しだわげである。 しか

し 計画実施上に於いて種々様 な々制約と困難性があったわけである ， 先ず第- に調査する力法として，如何にL 

だら最も有効であるかと 云う 卒である。 そこでこれを解決するだめに比較的に積極的方法(面接的方法) と 消極

的方法 (間接的方法) が考えられたわげである， 即ち前者として成―定E 問を数ケ 所以上ダ /ナマ十ト或は薬物

を使用して，その区間の二ジマス全部み採取することによって， 河llに棲息L， "， いる総ニジマス数キ推定するこ

とであつだが，ダイナマイトは特別の使用許可と特殊技術者が必要であり，薬物の技施はこの-@n7ll沿岸の住民

が河水を飲料に使用しているために，いずれも危険が伴つので不可能であつた，他方後者は虹網を出火るだけ効

果的に利用することでえるが， 河Jll中に@亡倖@木が多く，いわゆる"網場" が少く ，採取地点が限定されるので，

意味がなくなるわけである。 それ故に最後に最も能率が悪いが，費用のかからない釣で夫施する事を決めたので

丸る，この方法による最大の難点は， 前の方法と異り ， 或―定区間の数量を把握すること心出来ないことであ

る。  ，力利点と云えば，河岸に住む鈎の名士は河川の地理的状況に明るいから，釣りに好適の場所を知つてお

り，釣りと共に二ジマスの分布状態及び或程度河川調査が出来る事，又全河川をくまなく調査出来ると哀う 車で

あ る。 更に曳網の如く 特定の場所に限られないから， 釣穫によるサソプりソグの方が，この河川に棲息する二ジ

マスを幾分なりと七代表するものでわないかと考えたからである，そのだめに調査従事貝―釣士み出来るだけ目

的に沿うように行動させる様に士分計四し，指示亡 与えたわけである。

V 調査目的と調査範囲

サケ・マス類が河川内に棲息する魚煩に捕食きれる数量は北海道内各河川仁 より，それぞれ相異することは勿

論である。 先ず手始めに四 別 Jllの二ジマスを主限に他数種によってどの位捕食減耗されている；、を調査するのが

口的である。 そのためにはサケ稚魚の移動状況並びに二ジマスの生活史及び河jllの―般概況を或程度知る事が必

要である。 二の調査範囲として釣獲数， 釣穫割合，体長分布，御料生物，淡水魚類の鹿類， 各年度の捕食 数， 
W 調査材料及び 方法

全河川で年により多少異つだが，大体上流地域，中流地域及ぴド 流地域の3%5K二分け， 各水域問の釣獲魚を測

定する場所を肛別隅化場， 西春別捕獲場枚びl4線捕獲採卵場におぎ，各地区間に配置された調査従事貝は， 各

定点に常住"テ る調査員の指揮の下に毎口釣を行つた。調査従事員 は釣れた魚庫，性別，場所，時間，その?中Jll

状況，特に肉眼的に観察した水流，川広，水深(実測で行L 等を手帳にメモし，定点の調査員に報告する。調

査員はそれを測定用紙に記入，更に採取魚の魚体測定，採鱗，採取魚かもー部原木をとり， 人部分を肖内待物調

査のため，内臓を取出し新鮮な中にフォルマリン夜漬にした。
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魚休測定には折尺を使用し体長は 几てフナーク・レリグスで表わした「フ ノーク・レングスは頭部物先端か

ら尾鰭叉状部の最長敢条進の長ざで，フォルマりンに漬ける前に測定した。胃 内容物調査では主眼を胃におぎ，

幽門垂より後方腸部は， 餌料生物により消化度合が異るが，大部分が消化して原形をとどめず，判定も出来ない

ので，この調査から除き，咽頭部から目の後端までの内容物* 査定した．胃 内容物の定量分析は実施しなかっ

だ。採鱗は各魚種個体共側練鱗上部の鱗とし，年齢の判定は双眼顕微鏡の高倍率及び験鱗機によった。

尚報告中の図版，表の魚憧には次の略語を使用した。

S． g・ i ― Salmo Kairdneri irideus

S ． f． ― Salvelinus fontlnalis

S. l．  - Salvelinus leucomaenis

H ・ p・ - HuCho perryi

T ． h ． ― TLibol0dan hakonenSiS

O ． m ． □ (DnCoH]ynChuS masou

W 障害から見東西別州

サケ稚魚を出来るだけ多く安全に降海せしめるのが隅化場管理の大ぎな役割である，その稚魚が河川内でこう

むる障害には人為的障害と大然障害@こ E@l  する車は先述した通りである，

l) 人為的障害:この中に包含されるものに森林の濫伐による河川の増水比び渇水の影拷，発電用 ダムによゐ

y'nDJll閉塞，治水エ事又は河川エ作による)"JJll改良及びかくはん， 潅概用ダムによる湖上影響，潅概溝えの迷人，

製紙並びに各種鉱工業，産業の廃液放出及び都市の発達に伴う廃水に上る河l@@の汚濁，更に農薬物によゐ 被害茸

があるが， この四8@  川 は木だ開発されない原野を流れるので， 現在のところ河川沿岸及び支流に点在するlo カ

所内外の澱粉エ場の捷液だけで，直接被宙を受ける程の車はなく，北海道に於げる大:@¥@ll中では数少なくなつた 

原始型をとどめるサケ・-7 ズ糊卜河川である。

9「 天然的陣幸:天然障害と考えられるものに，河川内に懐息する淡水魚類，鳥類及び獣類年による食出被苫

 @' ノ@    -

現在化海道諸河川に於て大然的障害と人為的陣宮といずれが，サケ・マス碓魚に大ぎな害をあたえるかと云う

と， 勿諭河川の状況，その沿岸に散在する各座産業の発達度台によ@@@Iて人いに相違L，ている。;可Jll内に於げる鈍

工業廃液が過大になれば，河川内の淡水魚類に心， 礫境悪化に伴@@@)て ，棲息が不可能になるので，おのずと天然

内障害も少くなるかわ，斯ゐ時には人為的陣宙の方がサケ・マスに大ぎな占亡与える事は明らかである。 しかし

現在西別川では人為的障害が殆どない状況でぬるから， 人然的陣占の方が大きいのでわないかと二つ事は充分に

考えめれる、

H 害 魚の意義

大然的障幸と考えられる所荊大敵には陣々な座類が含まれ-C いるが，これはあくまで七対象があっての言葉で

あ り，ここではサケ・マスに対する人敵と云う 車で述べる次第である，それ故サケ・マス稚魚を減耗させる大敵

即ち害魚と云えるから，第 l義的にはサケ・マス椎魚を捕食するものを―口に宙魚と云えるわげである。 しかし

ながら問題は第 l義的なことではなく，第2 義的なそれぞれの7。丁 Jl@に 於いて害魚の数呈がどの位で，それがどれ

位の技守を及ぼし"[ いるかと云うことであり，これが全体的に資源減耗にどの程度影響を及ばしているかを考え

なげればならない，例えば稚魚亡放流する河川内に棲息している害魚が少い場合には第I義的には意味があつて

七第2 義的には大して問題にならないからである。 反対に志魚が多い場合にば第2 義的に心重要な意味をもつ七

のである ；、 ら ，このような状態が生起すれば， 僻化場管理上からも重大な関心事となり， 害魚の食害の意姦は大

ぎ いのである 。

次にサケ・マス類の食害を調査する場合には卵と稚魚の2 面をEBINすべき七のと考える，即ち卵は内部的には

允士が進んでいる活勘熊であるが， 去面的には外部の刺筏に反応しない静的状態にあり，―力 稚魚は活 漣に折

泳し，外部からの色々の刺俄に対し敏捷に反応する動的状態でぬZ)..@、 ら ，当然古魚による被害も異るわげであ
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x 調 査 結 果

l953 年9月よりl955 年4mc 至る3年間に調査した各項に就いて次に記述する。

1) 西別川に棲息する淡水魚類と害魚の甘類

この7川@lに棲息している魚類を列記すれば下記の如くである。 尚 この外にも棲息する魚類があると思うが明ら

かでなく，今後の調査によって補足することにする。

ヤツメウナギ科 retromyzontidae

や ツメ ウナギ属 Lampetra

ぃ スナヤツメ Lam タ p． tro rm@s5nfrl. Dihowski

サ ケ 科 Sa@mnninaR

サ ケ 属 On じ <orhyncllus

2) サ ゲ Onco 所ノ nchus ん g幻 (Walbaum)

三 ) サクラマス亡 ヤマべ ) Onco 幼ノ wchus がMso ひ LBrevo0rt   ，

4ノ カラフトマス O"C0 ぬJ，W  竹s 叩幼Mfc血 (Walbaum り

二ジマス属 Salmo

7-. Salmo gairdneri irideus Gibbonsラノ ニジマ

イトウ属 HmChn

6) イトウ Huch0 力 erry@ (Brevo0rt)

イワナ属 Salvelinus>

?) ヵ リマス ぢは luelinus fo0ntinnal@s (Mitchill)

8@ ? メ マス Salvel@nus leucomaenis (Pallas  ．@

コ イ 干斗 Cyprinida ビ

フ ナ属 Caras 山 Ius

9) ? -f- Carassius auratus (Linne)

ウグイ屈 Triborodon

l0) ウク  イ Tr@bolo 血% twMkonens た (Gunther)

ドジョウ 屑 Misgurnus

ll) ドジョウ M@@sgM グれ @@L@ ばれ suilltca%ぱdf於 (Cantor)

カジカだト COttidae

ヵ ジカ 属 COttus

l2) @ ナヵジヵ Cnttus れ ozawae Snyder

カレイ不 ，@・ Ple.uronectidae

マッカリ属 Platichthys

l3) ヌマ ガレイ Lヵヴ ガレイ) Platicht乃が stellatvs (Pallas)

次に四別川の釣獲による魚を基礎に棲息分布を見ゐと   

 Y。 可口 - 四別ln 線 :ウグイ，ニジマス，カワガレイ，イトウ，アメマス

西別U 線―30 線 :ウグイ，イトウ， 二 ジー?ス ， アメ マ 7・ 、

西別3l 線―42 線 :イトウ，アメマス， ウグイ， 二ジ ? ス

西g1 43 線- 西春川:イトウ，ニジマス，アメマス

西春川―ツヒ 25 号 :アメ マス， 二ジマス

Jfc26 号―最上流虹別隅イヒ場 ―帯 : ヵワ マス， ニジマス，アメマス，ヤマべ

アメ マスにの支流の 上流に在 る ヂンべスタリ支流L西Bll5 線で本流に注ぐ) :イトウ，ウグイ， 二-ジマス，

ナソレ?召，カネキリ治にはフナが繁殖している)

アメ ? ス ギコマルべツ支流:イトウ，ウグイ， ニジマス，

イトウ，ヤマべ ， アメ ? ノ、測量川 (32 線で本流に注ぐ) ク ク イ 二-ジマス，
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 38 線で本流に注ぐ支流 (名称不明) :ウグイ，ニジマス，イトウ，アメ ? ス ， ヤマべ

 シカルナイ支流:イトウ，ニジマス

 ニジマス，ヤマべ 
 シュリン支流: ? メ マス， ニジマス

ヤマべ 
・コットナイ支流:ニジマス，アメ マス

@LUhの中吉魚は二ジマス，アメマス，カワマス，ヤマべ， r トゥ， ウグ十の6f 屯で ，久保氏が先に報告した結

果と ―致している。更に各吉魚に就いて記述すれば，

a ． ニジマス(肛，鱒) Sal ィmみ 0 ga口 lrclneri @ァ /deus Gibb()ns i@r，@g ． 3， 4)

我同にはアメりヵ大陸より移殖した輸入種で

方，る 。 この魚種には通常陸封型と降海 型が丸

り ，前者は小型で後者は人型になる。北アメリ

ヵ 大陸のヵナダ領英領コロシビヤの部市にすiなんで陸封型をK"ml00p trout と二、 L
リヵでは I(fainl)()w trout と云い， 降海型を

St じ el． llead@ lrout と呼んでいる。 l-かし人によ
Fi9- 3 Rainbow Iroiit, Salmo gairdneri iricleus 

って@亡 これ平を混同してStpplhf-ail rainl)ow

trout. Rainbow ． trout, Steelhead trout Xi' よ Kamlo0p

mainnow trout 等とも云ヴ亡いる。同様に学名七 学者@こよつで

陣々採用されSnlm 。 ga@r@7npれ ， Sial仰 iyid<@.%p と l-、亡月り ft @・二

-オ る七 フ ), これなニジマスの2型 Salw め与n.i爪切 cn ga7ir，dne@ ， @

及ぴ Salmo @airdne れ in/ぬ硲 としで降海型と陸封型にあ  二乙

七の，又?型であるかわ学名を―睡にすべきとし-C, S□，，，O

wird 叱パ を主張する研究者も少くない。特にアメりヵ，ヵ仝 

グ では届五二ジマスと スデール・へ ツドを同- 種にする傾L が

強い様である。 要するに二ジマスは比較的適応性が強いかも，

非常に形態的 ，生態的に変異が多いわげであり，    半名の分離或

は統合に就いては，今後の研究によって明らかにしなげればな

らないと老えている。ソビェトでは二 ジ マノ、 SdZmWo f@・ @dgM5

 ど pAny>KHAH 巾 OPE@Tb と―般に呼んでいる， ここで

は， 我国では現在迄余り降海理 (Steelhearl form) の捕られ

                  ニジマスIo)陸封 型 (RailT@)ow form) としで

S妨朋 gairdne@ ・ ; iriden@s を使用しだ。かなり以前より我同の

二ジ ? スは降海しないだろ5 と云フ ので，各地で河川放流を

し 北海道に於い・て七明らかに記録のある q， のの数は l0 河Jll  

に及んでいる(Table4L 。 現任ニジマスが天然に繁殖レこいる 
Table 4 River names Of released rainbow fry in

HOkkaid0. (From Ann. Rep.)
Fi9 ・ 4 SkC に h Uf SOme parts Of raiHboW

trout   Aman0, 0.-.aru, HOroman, Biroh, MOnhetsu, HOrobetsu,

1. Lateral view 0f head portion  
SOrachi, Ishikari (S0-un Kyo), Shibetsu, Akai, Rakko  

2. Ventral view TOmaru, HOronai, Nunobe

3. Stomachのは国後水道沿岸では西別 川だけであらう。l959 年春 尾岱沿

4. visera - L. liver P. Pyloric coeca沖合で4年生と推定される二-ジマスがl尾採収されて古るか
S. stomach Sp. spleen 1. intebtine

わ ，決レ二降海l，ないとは云@@'得/@ い上つである - X 二のM 睡 
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なかなかむすか@， く末だ充分な成果*L げでいないが，今後のw だ， 技。L 向 @L,@@ 二つ.C 逢殖が盛んになり，成

功すこ， -7 す，ら r@J、 西川川流域で七五照な行'-@mでし >'-迎，@、，，,1-っでと，も 。 @，て @.i乎卵妓は午舶に.cって相異するが

日村 1l956) 仁 i、 れば3年生T-500-600 他， 6年半で，Gし… 3， 000 仁とな-@T 相L の個体差が5かがわれるL

者老半@@04 例に・，・・ て見乙と 40.lcm -@2,486 仁， 刃・ Rcm で2， 405 れ， 35).lc。丁・で 2,320 粒及び 26.6cml で

l， l此粒となつて・ゐ。七ぬ支に於げる二ジマスの産卵期は大体T 歳隅什場で l2 月―3 月 迄，族差鱒場で l月

-3 月，十勝隅土場で3月―4L ， 曄周湖心 エ 5 月―6月等で地理的条件により，水温の寒暖によつで可成り相

異し・こ :、 る、 ; 亡 、 L．最正出来るたけ甲く産卵させ，F く成長させて乍産ずるだめに人為的に改良されて来で L、

 
分部位の測定旭は :背鰭山--" ． 7-l3: 背鰭H ―田 ， l0-l2: 胸鰭は―l5: 腹鱗9-L: 側線鱗数口 0―

l32: 眺ネ,r,ワー l2: 幽門止允―@S :休色は千面ば普通緑色がか-J た 藍色， 体側は銀白色・で 多少今嵌光沢なが

， )，  捜側は亡色T ， 沐例に沿つて―乍幻縦の 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       淫□                                                                                                                                                                                                                                 吃， 巾晦， 庄肛に・ 多くのぷ色斑点がなl@'r-L"L

       何体に上ってR@F ．点のす・ 市 ， 入ざ，に・(r

" ，亡異の・"" ノ，。。，帝 -・ 専続的関係が，・

甲ヨ
，。 @@.1ち 斑点。D比検的人キ ;数， 爪‥， ， L，

  
 HLJ ． ヶビ あ るが， ，-の成因につ、 ・て，， *

;@-W 味が上，る屯夫で今後研究す，") 七 りで ゑ

， 、 F 巾 ・ 5" 、 ，に大亡く山顎． 川片， L 五，

寸@が十，り ， 円心推迫はU 半型 C'* ， *，。 。圭ク[,1t

l @c@aiVJi@@ 与 ， 十流域・二分布 L -@@@ ・ 乙 、 杓卸

    
  

 
 

 
 Fig. 5 Diagramatii-a@ sketches indicating individual

variations of scattered black spot-patterns fn
 

    
 

Fi9. ? Sketch 0f aome parts u@ bro0k trout    
2. Ventral view 3. stomach
4. Visera '- L. liver S. stomach  V. pylorie eoeca Sp. spleen

fig. 6 Bro0k trout, Salvelinub fontmali&
上 ． lnLPPtinP
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に，，ズ， 鮭卵を使えば良く釣れ，遊魚として最適である。

b ・ ヵヮ マス (河鱒) Sa 伽hnus 九nfinalis CMitchill) (Fig 6, 7)

前踵同様に輸八種で，北海道には日光から移植しだものである「アメりヵ ，カナダではBro0k trout と呼ば

れている。西別川に移植した事に就いては明らかで江いが，恐らく昭和の初めに全国連絡飼育試険を行つだ時に

千歳に人れた―部をここに移殖した際に，逃避したあ (，Oが繁殖しだ心ののようである「現在最上流北3m 号構内

湖水部に特に多く分布していみが，多少下流に移動するも，それ程下流域には分布していない， と云うのはこの

陣が棲息水温範囲の適応性に乏ししだめであら フ と思う。他方現在丁歳脂化場のヵヮ マスはオシロコマと人工的

に交配してし立つているが， 西別川のものは純型を保持しているようである。 測定値，背鰭而， l0 ― 口 :腎鮮

n ， 9-1O: 胸鰭は―l6: 側線鱗数117-li9: 紺条骨13: 幽門垂 18: 休色ほ薄褐色かも暗視色で，背画に沿っ

て 蠕虫状の不規則斑紋及び体側川線上部に円形の斑点が散仁 して L、 る 。 これらの斑紋，斑点は個体に上り白色又

は黄山色である。 体部下回は英しい朱色或は燈黄色を呈し背鰭に 極めて明瞭な不規則な異色斑紋が存在し尾

鰭の上下葉緑L に不明瞭な条紋が存在する「幣鰭， 腹鰭は燈色か朱色で，前部に太い白色部がある「更に側線の

下毘には白色に縁取られた赤紫色或は紅色小

斑点が散在している， 両顎， 鋤什， U 笠骨に

歯を持ち， 胃 はむしろV 字型である。 湧水域

では容易に三角掬網をもって採集される， こ

の種は脊季害魚としてサケ稚魚をかなり捕食 
   アメ マスL雨鱒ハ紡lひgMWMs ぬれ C0W ぱ 6れぬ

  

Fig. 8 Salvelinus leucomaeni     l'Pallas_) (Fig. 8, 9)

ア ，マスの分布はソビエト領 極東地域より北海道，東北地力迄の 7"JJll

渓流に便官して。る。 北海道諸河川では陸封型と降海型がある。 体側に

ナフ ? ノ、 より大型の白色斑点が暗褐色地色止に散在している，個体に上

り腹 部が黄色を帯びこいるものがある。 西川Iにも接小型の陸封型と大

型の降海型が兄られる。ソビ二ト ではこの睡に近似の魚種を総称して

KyHA 爪A と呼んでいる。測定値，哨梶@"―田， ln-l2 :皆鰭山， 8

―9 :胸鰭l3-i4 :側線鱗数 l08-1@66 .睨条骨数 1-l5 :幽門垂け―

23                         肖ミ。 人きく，U 字型である， 四届 (l934) も西

別隅-ヒ場で和血を飽食しているのを観察L，ており，時にサケ卵， 柏魚に

宮亡・r-える下のである，

この煩に正似のオシヨp コマ Sal ひ。ムin，ns ma ムWM (・ Walbauml めこの

河に棲息すると思、 つが明らがでないので，今後調査する必要がある， :  

土うのは該鹿の地理的分布範囲内にあるが，佐野氏に上れば「西m 川で

は見たことがない．: と云っており，若しこれが牢突とすれば十物地理学

的に興味ヤ，ゐ事である， 尚桑山 u929) は内a ．1ll上流のイ ヮナにナショ

U コマの学名を与 ・ えて古るが，魚 ．穐を同定されだ人野 [・ D3 がは、，ハマ

ス と三つてL、 ゐの、C， 十 ショ ロコ @?でわたい様である。  
 

Fi9. 9 Sketch Uf some parth o{
d ． イト '@7 HuMcho perryi (Brevo0rt) (Fig. l0, l1)

S. leucomacnis :分布は前踵と略 同々様でおらうが，樺太，北海道迄であらう。ソビュ

1. Lateral view 0f head
portion.トでは欧州の 河Jllに 捷息する Huc 肋 ta@men (Pallas)) を普通

2. Ventral view
3. StomachTr 坊 MEHb と呼んでいるものに醐以L， -C い C 。 性檸猛， 負東で，河川

4. Visera, especially a Cn-にこの魚が多数棲息する時にほ， 他の淡水魚類に大宮亡 与えると二つで
1arged stomach with
salmon eggs. - L. liverいるが，久保(l946) はそれ俣サケ稚魚 @こ宮 を与えでいな・。 、 というの
S. stomach P. Pylorir

coeca Sp. spleenは，時期的によるのではないかと思 ラ 。 面別Jllではシ，ヴンプトより下
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流に見られる，測定伯，背鰭" ， l0-1I :侍

鰭H―而， 9-1t :胸鰭 l4-lfi :腹鰭9 :側

練鱗数l08-l23 :鯛条骨数l(o― 12: 幽門垂

i42-l76: 休の地色は薄補色，暗柑色或いは

暗いスレート色で，頭部，体側@こ 沿つて大小

 
 

踵々の黒色斑点，特に大移魚ではX 字型斑紋

が散在している。産卵期には美しい挑紅色に

なるようである，幼魚でば不明瞭に P'earl

m" 「 k が存征するが人形魚には兄られない「りはむし

ろ大きく，特に頑丈な向顎を持ち，両顎歯は鋭い。 司

の構造はJ字型である " 釣にはドジョウ等の十餌を使

用するのが効果的である。

C ． ウグイ Ty@bolodon hakonens@s (Giinther)

CFig. l2, l3)

 
 

 

  

F@9. 10安Huchotperryi

 

 

 
Fi9. )1 Sketch Of some parts Of H. perryi   

1. Lateral view Uf head portion.    
2. Ventral view 3. Stomach
4. Visera - L. liver S. stomach P. Pyloric

coeca Sp. spleen 1. intestine

Fig" ]3 Sketch Uf some parts T. ha  

konensis   
1. Lateral view Of head portion  

2. ventral view 3. stomach

4. Visera - Ab. air-hladder 0. 0v  
 

Hry L ・ 1iver S. stomach F. fat   
Fig- t2 COmon dace, Tribolodon hakoncnsis  intestine

 ヶグ {に七倭小型の陸封型と大型の降晦型とがある。 降海型が産卵期@= 正つげば所用アカ，、うと呼ば十L-[  いる

極めて普通の魚庫で丸る「地方的に七かなり形態的に相異があるようで九る 。 ソビュトではこれ等に近い魚を総
称してEJTE口とげんでいる， 我困では北海迫をはじめ広く分布して居り，流水性の抵抗性の比較的強い魚であ

る， 西別川でば中流水域よりド 流に懐息している。測定忙，背鰭m ， 8-9 :倍鰭ii, 9 :胸鰭l7: 腹賎9 :側

線鱗数78: 鯛条骨数3: 体川上部は哨灰色或は暗黒色で，腹部は山色である。 体には斑紋及び斑点がだL、 。 産卵

期には腹部は朱赤色になり， P'「 H「 l O 。g"n が出現する。口 は普通人で，両顎，鋤骨，口蓋骨に魎がない代りに

咽頭幽* 持っ。吻部は 下顎より少し突出ずるために， 口 はむしろ下方に向く ，胃と腸の墳界は明瞭でないが， ほ 
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 ぽU 字型である。 幽門垂はない。高安他 (l930)は東払，阿寒で鱒卵を捕食している事を観察して居る

時期により異るがサケ卵を良く捕食する。釣には; ，ズ，ザケ卵を使用すると良い，

f・ヤマべ(山女魚) 0 れ CO杣/%CA ぴ5 @川びOM (Brcvo0rt) (Fig ・ l4 ， l5)

初夏の侯成魚として河川に湖上し索餌しながら秋期河川の上流及び斉支流で産卵するもので，河川に湖上して

餌料をとるものは， 北悔道に湖上する サ

  マス類では唯―のものであらう，降海

するまでのl年乃至2 年は河川中に越冬棲

 自 、 するので，峰海型の降海期と丁度サケ唯

魚の降下期と合致するので，多少なり被宮

を与えるのでないかと懸念ざれる。尚 この

 
魚憧も北海道に於いてはサケに次ぐ人工隅  

Fig. T4 Land-1ocked masu salmon, Oncorhynchus mason
化対象魚である小ら，この点心充分検討す

る必要があらう。測定値，背鰭田， l0-ll ， 皆鰭H- 田， 9-II :胸鰭

L-l4: 腹鰭9: 側線鱗数H6-125 :鯛条骨H-t3: 幽門垂24-46   

体形は陸封型と降海型のヤ ? べで相異する，即ち陸封型では降海型より

休 付が人きく，休色，斑紋は河川の地理的位置によりそれぞれ変異が

あ るが，陸封型では全体に茶褐色を帯び，側線に沿って大形の暗紫色の

Pearl ma 「 k が明瞭である。 ス体測上部に沿って数は少いが異色斑点が

散在している。しかし降侮型では所調銀毛ヤマべと呼ばれている如く，

河川内で既に銀白色を呈し Pヒ arl mark 七 斑点も明瞭でない，胃の形

は nJ字型である。 河川では，，ズ，サケ卵又は毛引で良く釣られる。

2@ 西川州産官魚に捕食される餌斜生物  
とが出来るようである。

河川でも，その地理的位E により餌料生物が異ると共にぞこに棲息す

る魚類が捕食している餌料も白ら相異する。特に惟魚期を河川に，成長

                                                                 マス類では，当 ，然   

 餌料上牧亡異り， 索餌転化が行われる七のである。

                                    河川は淘洋-より餌料生物の呈も少く ， その F;g.15Sketch 0. masou 0f : someparts 0f
餌料生物の卒節の変化にも関係をもつものである。 要するに河@ll内では l・ I」 ate 。 alViewofhead portion  

餌料生竹と宙魚の食餌連鎖の平衡によって保持されているものであ ら 2・ Ventralvi 。w 3・ StomaCh

                                                  には魚類の食性も変化せざるを得 4 Visera fat P. - pyloric L. liver coeca S. stomach Sp. spleenF.
ないだらうし 成性度転化が生起するだらう事は充分に老えられる。四 1・ intesLine

別川は水懐昆虫が多い消冷の渓流型組成の河Jllである。 魚種により多少の差があるが， ニジマスのド内容 物よ

り ， 水憧昆虫，陣桟昆虫が最心 多く飽食されている。又個体により，時期的に七里る けれども，水上植物，陸生

植物の果実或はサケ 卵及び稚魚を捕食している事宝より，わしろニジマスは雑食性であると土って七過言でなく

現在のところ唯サケ 卵及び稚魚を撰択的に索餌するとは考えられない。

胃 内容物調査で，水棲昆虫，陸捷昆虫は殆んど原形を保っているが，円の後部では柔らかい組織は消化して七

頭胸部は残っているので，個体数を調べるのに好都合である -

各種宙魚の代去標本から見出された包料十物は，

寸巴;口 num 、bC ， L陣類数)  
 漬 翅 類 PleCopLCM虫 類 InseC 旧

 毛 翅 頽 T ，lChopteM

 カゲロ ウ 類 Kphemeroptera
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 革 翅 類 Dermoptera
t2半 翅 類 Hemiptera
 鱗 翅 類 Lepidoptera

48鞘 翅 頗 COleoptera
23膜 翅 類 Hym 。nopt 「 ， a
I2双 翅 類 Dipt 。。a
 直 翅 類 O ，thop@e 何
 ト． ン ボ 類@ ()donata

 真正 ク斗類 A 「 ane;naク モ ・類 AraChn@da

 端 脚 類 Amphipod"甲 殻 類 C 。ustac 。a
 長 尾 類 Mfac. ，u，a
 ハリガスムシ 類 GOr 小 aCea線 虫、 類 Nematoda

  ケ ツ 歯 類 ROd 巳 ntla 哺 乳 類 MammallA 
129I6 

となつている。

昆虫類の内 ，科と属まで同走されたものは次の如くである。

Genus ・ & SpecieiFamilyOrder

Perlodidae アミメカワゲラPlecoptera
Kamimuria ヵワゲラPerlidae カワゲラ

Brachycentrus ヵクスイトピケラTrichoptera Sericostomatidae ケ トビケ

Micrasema (?) マルツットビゲラ

Df れば r， throぬs ヅ 口力 mnica コヵク ツットビケラ

Stenopsychidae ヒゲナガカワ トビケラ @itp・ nn やfisyc加どグ @se坤entn@sヒゲナガカワトヒゲラ

Neuromia ゴマフトビケラPhTyeaneidae トビケラ

N ・ 川hmズ而 Q
Platv カん yla 九 VO 止Koour 乃ガLimnophilidae  ェグリトピケラ

Apatania
RhyacophiliaRhyacophilidae ナヵレトビケラ

Eタ gorぬ仇ttfolium エルモソヒラタカゲ口 '>Ephemeroptera Ecdryonuridae ヒラタ カゲロウ

E ・ %ianof

Isn%ヅ whiaja タpow れた 0 チラカゲロウSiphlonuridae フタオヵゲTD ウ

A肌ぬt俗仰%t口wus ヒメフタオカゲロウ
Eタ加 me ・ rpe@血什坤ma マダラカゲロウEphemerellidae マダラカゲロウ

E ． 柘era ク Tn マダラカゲロウ
Baetis コ カゲロウBaetinae コ カゲロウ

Fnr アたれ 佑川汲ado キバ不ハサミムシDermaptera FOrficulidae ハサミ人シ

A ク@echu 仏 lfun@s@ コブハサミノ、 シ

むcrona クチプトカメ ノ、 シPe.ntatomldae カメ ムシHemiptcra
Ar ・ anthosoma ツノ カメ 人シ
Elasmucha
Nahis マギノ :サシガメNabhidae や ギバサシガメ

Anthoconis クロハナ カメ 人シAnfhoconidae ハナカメ人シ

Peuceptyelus や マアワフキCercopidae ァワフキムシ

Psylla キジラミpsyllidae ギジラミ

SteaW& substriata コミズムシCOn ・xidflac ;ズ人シ

Machaerotvpus トビ イロッノピ    Membracidlae ツ y ゼ 、

Macropsis ズキン。コバ ィBythoscopidae ヒロズョコバイ

Lepidoptera Cymatophoridae ト ガリガ 

Bembidion ミズギヮゴ;ムシCOleoptera Carabidae オサムシ

Awm ． c.ねnAr. 九t.@.s ? ルガタゴ;ムシ
D@plous de 力 @Ve.@sノ .@i カワヂゴ; ムシ
Pt@rnshr.niis ナガゴミ。シ

Z爪リ幼ァ'om血W 血Rnum@ アカバナハ下ガク シStaphvlinidae ハネカクシ
Aleochara ヒゲブトハ不カクシ
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Philonthus コガシラハネカクシ
P@cstoneus r ラタハネカクシ
C@yrinus sachalinens幻 カラフト;ズ人シ@ リ nnldfae ミズムシ

Dm 刈 nectes (0.) samm り・ぬ 
マルガタヂピゲンゴロウ

カを abus (C.) o力ffatus クロマメゲ リゴロウ
Plata?肋us picfipennis モソキマメゲリゴロウ
P．エぬ妨グ/n@fuuu5キ へり マメゲリゴロウ
ienehrio @' ' ムシダマシTenehrionidae ゴミ 入シダマシ

Haorm@woma axy@ ・ idis var.@1speofabilisf， nrnineellirlae テリトゥムシ

R ． d. var. signata

ぱ・ axy パhdjs

Ho ヒ ania ヒメ十ダルLampyridac ホタル
Heota ョ ツボシナオキスィHelntidae オオギスイ
Tnitoma オギノコ" シErotylidae オオキノコムシ

Elateridae コメツギムシ

Ontho 力肋 eus lemzit カトマルエリマコガ子Scarahaeidae コガネムシ

Onthophagus ユ リマコガネ
Aeigialia 二セ マグリコガネ

Dicerea フタ オタマBuprestldae タマムシ

M 椛ね testn ． r.e ゆぬ スジコガネムシRutelldae キリコガネムシ

Apodius マグリコガネムシAphodldae マグリコガネムシ
Derodontldae ヒメマキムシ

GaleruWea exte@tsa ア・止 ,オオハムシGaleru じ iidae ハムシ斗 ドキ

Chrv@sol@na aw グ ir抗rCR0 ヨモギハムシ
Clrysomelidae ハムシ

C/@ アノ somwP ムa aenea /しり ハ人シ
Galerucella ノ、 ムシ
Basilepta サ AL ハ " シ

Mw)UocervSs en ねiKUs カシソクチブトゾウムシCurculionidae           

Rhynchites チヨツキリゾウムシ

Otiorhynchinae クチブトゾウムシ

Curcul@o ぬnapes クりシギゾウムシ

CamponotusHyrnenopyera ・ Fromicklae

C ・ 位ア。ぱぬ n刀 Ms

FOrmlca

Myrm@ca
Las@us ftdielnosus

Braconldae コマユバチ

Proctotrypes テリトゥヤドリクロバチProctotryp@dae シりボリクロバヲ 
Ves 力 tula lewis@ f n スズメ，，チVespidae スズメ，:-f-

Cnininominae ユスリカDiplera
S@ratlomyiidae ミ ズアプ

Tipula ガ ガリポT@pulidae ガガソボ

Rihioce力 ihala @%アMmdfa コ クロノ ミアミヵBlepharocer@dae ア ; ヵ

Trypetidae ;バェ

Hylemyia ， 、 @r- /〔ェAnthomyiidae ノ、 チ，‥二

辛爪337 尾の各魚唾の餌料生物個体数の百分率組成を図示したのがF巾 ・ 16 である。 l953 年秋のl4 線地区で

は二ジマスは@1@翅類，毛翅類の憤であり， 西春川地区では毛翅類，次いで半翅類，ヱr 別地区は膜翅類が多く 次

いで工翅類，双翅類である「 l954 年の四存別地区は前年同様毛翅類が最も多く，各月とも同じ傾向で70-90%

を示してい" ， 又虹利地区も各月毛翅類65-93% であっだ。l953 年と l954 年の肛別地区で組成が相異しでい

るのは，l953 年の調査個体穎が少なかっだか或はl953 年に半翅類が優勢だったためでわないかと思、 ラ ，

図中ヵゲ。ウ頬の幼虫は都合上半翅類に含め，ュノ、りヵの幼虫を双翅類と分離して表示してある。 又その他の

内には，わもく づ，木片，野草の実，小石等を含む。餌料生物として桔異なものは，r トウがウグイを，二ジ7
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NISHISHYNBETSU AREA14-SEN AREA          

T
  
       ―卜"

 
W@"i              

 

 

  
            

MZIBFTSU 1RF.A 1 2" 40 6O F0 100           
 
 
 
  

NIZIBETSU AREANISHISHYNBETSU AREA  
      坦 "卜 @i@@  Apri1-Mtv       

           
   
               
  

      
                          

 
            

」□ L- □ □ "―□―．‥'□ 人          
groups found ln stomach contents 0f freshwater fishes 

スがネズミを捕食している個休があつだ。ヱ4月十の二ジマスがサケ卵を捕食L，ていたが，                               

である。 釣に使つたと思われるサケ gト @／これを削除した，更に内容竹中に数多くの陸佳昆虫が見出されたが， こ
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才 L@ よ昆虫類が河中に落 ド或 は二 ・ ジマスが跳んで捕食するためであらう。水伐昆虫の中で最的に多い毛翅類の幼虫

は，ヵヮ" シ又は十ガムシと叶ばれ，種類により色人の形の納状の 染を形成してその中に棲息、し小石，砂礫等

 アメ マス， ヵに固く附若しでしるが， 二・ジマスは 巣のままのみ込んでいる個体が多かつだ。イ      ヤマべ

ヮ マス小二ジマスと似た索餌な行って居り， 冑 内容物組成も殆んど同様である。 西尾 u934) は層雲峡のイソナ

に於いてモ翅類40% ， 桑山 (l929) *， 西別川卜流のイヮナ及びヤマべの調査で毛翅類45% をそれぞれ示し 著

者等の結果と略ハ  ー 致している。

3) ;可川の川底組成概況及び水深，水流，店質，時間と釣症数の関係

この河川全域の去情，上層，下層の―般的組成概況は次の図に示される如くでもる。

  
 
 

 

 

要慨

北20 号より北 l4 ヂの 間は慨して急流，上層は砂利で， 下層は

砂地，各所に玉石，小石が散在し，湾曲部と深所は砂地で， 流

れは綬かであ乙。

北 l3 号より北ラ号間は上層砂利，下層砂地で比較的上流締 よ

り流れは緩かである。 湾曲部及ぴ深所は砂地であるが，下流に

は火山灰上砂を油，えてL@ る個所もある。

北4 号より市l2 子間 は下層砂地，上廣火山灰土砂混る。 流れ

ほ 浅瀬急流，深川は火山灰土砂または砂地で，緩流で上流地城

@:/M 、石が敵在す三。

南 13 号より南 l8 手間は砂利に小石が混つでいる「湾曲部多く

水流早( ， 沫所は粘上質軟盤をなす，

市 l9 号より43 線間は火山灰上砂で緩流， 浅部は小石が散在深

部は粘土質の軟盤をなす。深可処々 にありその中最深のもの

250cm 位で3 ヵ所ある。

25 練本川深所320-330cm l ； 所あり  

10 練より下流は特に水深は人で，平均l20-l50cm で， 湾曲

部ほ粘土質軟盤をなす。

42 線より 何u までは下層砂地(泥上rti@り )， 上層は火山灰土砂

で流れは緩かである。 地質細成70% 砂， 20% 火山灰，l0% 泥

七の状態である。 深所処 に々あり 粘卜質軟盤個所概して多L  
泥 十

   
                   人山灰

留 砂 @1l

小 石

土 石

次に調査従車白の観察結果を基礎に釣健度合を各項@@i@K，考察した。

水深 :最も多く釣れる水深は総括的に， 虹BU地区では30.3cm 以下―90.9cm まで， 西春川地区ではl・ 2lm ，中

西川地区ではl． 5lm で ， キ れに次いでl． 5lm 及びl． Rlm であっだ。全般を通じ平均してl・ 2lm の処が l脊多く
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次L,でl． 51m, 90cm, 30.3cm, 60cm, 30cm 以下，t.81m, 2.t2m の順である。

水流 :外観的に弱流，並流，急流，淀の 4つに分けたが，―般的に虹別地区は急流部で最十 多く釣れている。

又西春別，中西別同地区は条件が似て居り， 弱流部で多く釣れる。全体な通じ急流部で最も多く， 次いで弱流，

並流，淀の順で丸る。各地E ，各個所で非常に異るが，処方に巻流があるが，これ等を包含してある。

底質:火山灰，砂質，砂利 (砂礫を含w) ，小石，玉石a、)5 部に分げて，―般的にに別地区では砂質人び砂利

質の処が多く釣られ，四千別枚び。@晒別地区では砂質， 入lii灰，砂利質の処が多く釣れている。全休亡通じ 砂

      ―"―   
質で釣ったのが最も多く，次@， 、 で砂利質，小石の順

で，玉石の処が―番少なかった「

Aげ" ・ -                             
時間:釣獲は季節的に釣獲時間に亡短があるが，

人体5侍より l9 時まで突施し"、 ． 芯娃時間を測定

   

l6 時， 9時， l2 時， 8時， 5 時， ? 時， l8 時， l9

時及び17 時の順になり， 釣獲時間の確定性は見出

l5 時，次いでl3 時， l0 時で， 次に l4 時， H 時，

せなかった。

4@ 水温，気温と釣獲数

河水温は気温によって上昇，卜降する事は勿諭で

Fig. )7 Daily air-and water temperature;, @lあ るが，河水温L 各年各地区によo'C 変動が大き

three stations, 1953-1955い。 各魚種と心適温範囲があるが， 釣獲数は人几@¥  

  

    

 
ア 0お



曲川川に於ける二ジマスの生物乍的．調査

 品ュ 。 河水温・-@也く支配ざれろ；， 。適温範囲内に於いて良く釣れ?..))わけである。 冬季が近づき河水温が低下する 
， ，，分城・ PヤもL ポ温三四脊利地区が臥期， l4 線地区より低下するが，水温は反対に下流域より中流域が高

  L; 二 ，二つ内上に浬フれこ，文流が流れ必むためではないかと思う，年中略人出温である 湧水附五では釣獲数寸   

ら十，下流域咋円に上る圭 がないと元える、FF@ H ，   

5) 釣度数と標本調査数

3年間に釣に，って@@、 だ 総放に各憧士亡めで2.j ヲワ 尾に(@ ほり ， ---@))i内肖内谷竹ぞの他の目的に使用した数は

l955 年- ，Ji2 月例グ・標本セれ *-" 二 2.216 ほ・で、あ 。

                                                                                                                           二□ ;!-.C>-@i 七 。 ぷi'_ 各年毎に於げる甘地区の釣獲数

fable 5. 1. MOnthly i.du'h collfi.'lcd liy iin@lerh (luring bcahollb ln three areas.  
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Table 5. 2. TOtal catch collected by anglers for 3 vears      11・1 d TOtal H ・ p  T ・ h  S・ l. @ S.f  Year l S.g ・ i    
1953  285  7 ! i5   

74     68       "l.405―- ―

 
1954  l,249   

   
1955  283  

       l,8l7 81   26  103  81      2.2l6  
 35  77   102  497 

を 比較すると，各地区共色，<,@の 制約条件があつたが，l953 年度はl4 線地区では二ジマス46.3% ， イトウl7 ． l

お ， ウグイ36 ． 6 ガ ， 西存別地区は二ジマスだげで， これは二ジマス調査であるから他の魚種は意識的に取除か

オしたためであらう。虹別地E では二ジ マノ、 36 ． 4% ，ヤマべ36 ． 4% ， カワマス27 ． 2% であつだ。i954 年度はM

緑地E は二 ・ ジマス86.3 お ， イトウ5． 3% ， ウグイ 4． 2% ，アメマス3． 2% ，ヤマべ l． 0% ， 西春川地E は二ジマ

ス 87 ． 4% ， イトウ8． 5% ， アメマス3． 2% ， ウグイ 0． 8% ， ヤマべ 0． 1 % 及び虹別地区では二ジマズ92 ． 0% ，

アメ マス7． 80//n ， ガヮ マス0.2% となつて居り， ニジマスが釣穫の王位を占め， 次いで下流域ではイトウとなづ

ている。l955 年度は二ジマス56 ． 9% ，ヤマべ 20.7% ，ヵリマス15.4% ， アメ マ ス ?.0% で， この地区の ヤ

マ べの多かったのは， l2月の例外魚を含めたためである (Fig ・ l8) 。 更に各 年， 各月の 釣獲数を示しだのが

Mie ・ l9 である。 3年間の各地区合計は二ジマスが主位でアメ マス，ヤマべ，イトウ，カワマス，ウグイの順に

なつている事が解る (Fig ． 20) 。

( 815'@

I44 ― 5Cn

arfin  

 

 
(93

Fig. J$ Percentage 0f catch compositions fn three areas Of

1953 (left) and 1954 to 1955 (right).

6) l 日の釣症割合

調査従車員の釣る場所及び時期，水温の変化に人きく左右されるが， 釣獲数かわl 日平均釣獲尾数を考察する

と ， l953 年 l4 線地区ではi0―口月は平均3 尾 (最大釣獲里数6尾) で ， 西呑別地区l0 月中は17 ． 2届け9尾)，

1 月は4・ l (15 尾T， 虹別地区は尾数少い茶省略した。l954 年 l4 線地区4 月はl． ?尾 C3,¥， 5J ョ 2尾 (3), 6 月

l． 4尾 「 3@ ・ 7n l尾， sn l・ 8尾 (4), 9J13 ・ 8尾し8), l0 月 2． 6尾 (4) となり，西春川地区では4月は 3． t

丁丁 O



呵 川口ご今チ 5 二グ ? 入 Q 卜． 勿 ， り古丘

尼 (6) ， 5 月 2刀尾 U0) ， 9 月 10 ， 3尾

(40) ， l0 月 l0 ． 6尾 (2P ， l955 年に 別地

区は2 月は8． 2尾 (l0) ， 3 月 5． 9 尾 (l6) ，

4 月 6． 5尾 C6) となつている。

は L の乎かもl953 年度は西春川地R．が

多く，春―初夏より秋季問が多く釣れる。

これはこの地区が二ジマスによってサケ卵

が最も多く捕食されでいる事と合致する

(後章で述べる)。 虹利地区春季で;／ 2 月 リ，

の 平均釣獲数が -香多かった。

1954

 

uu
NJllbllli .@.

 

 
 

 
Y。Icar,Mon。 ， ，thに瑞pecごて． l。．。，・ -
            1.4'/@] "/o127.3%1 3C.4"S   
渉lPif>  l茎  @3,昌  l三三  二三 .2 :9.呈   

9
  

 
 
 
 
 
 

色
 

7) 各号線地区別釣獲について 
荊し 基線を基準に号線に，って表わされ

 て L 、 なので，この卜刮号線によつて釣獲を

検刮すると，ト地区小こより多少差がある
Fig. ]9 MOnthly catch fish compositions

of angling species in three areas
が，人体に於 いて上流地区では北23 P ―

30 号，中流地区では廿モ共商9 寸 ―50 繰

                        1953 
 牙 ， l3 牙 ， 20 を附正

  ウ三― 舌多く @去 ，e、 L， "二、  

  
  

 1954    
地区-C@-は 13 線―94 線 N・ ，。 ・。。w@b@ 。。 " 。 
に l4 線に多く釣れた 乳"のめ舟 

ノト    場で，サケ・ マ二測上

Area lMOllLShllS.E.i.lH.p.lS.1.1T.b.|0.m.Y"・―P・ i・ lH-・ p・ lS・ @――・ lT・ L， l0―□・ nl・ ear 
川を遮断L・ている為。

   
"bete 

来ないの"G ，この附近で多                                       
                                                                            Naknlshllielsn I                              
幻 約獲魚の体長範囲

二ジ T ス * 釣る針は―定の人きさたので，撲択忙

があるだめ，余り小杉魚は釣れない。各年各月の体

長組成及び平均値を図 孜び哀によって示t， だ CF@g  

            は l953 年 l0 月 ，2l ， TabIe 6) ，二 ジ  ? ス V=

口 H l4 緑地E では平均30cm 内外で，四春川地区

;.ょ 25cm 位でl4 線地区上り小形の七のが多、 、 。 い

 

月虹別比E は平均MCm で3地L で最小魚が優勢

であつだ。次いで l9 ョ4年の調査数 l， 205 尾で， M

線地区4 月は42Qn ， 5 月 29Cm ， 6 月は 5月と同

じ傾向である 0 7 月 4尾の小杉東L@ごついては支流の

(1913)(2216)

Fig. 20 The composition Of total catch Of each

species (Left), and total damage rate of

salmon egg and fry by predatory fishes

(right) for three years, 1953 t0 1955.
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Fi9. 2] BOdy-1ength range and mean Of rainbow

trout in three areas every year

ものと思うが別に検討しなげればらなない。8 月 38Cm ，

9 月―l0 月は32Cm で ， l953 年と相似た傾向を示してい

る。 西春別比E4 月 30Cm 内外，5月―6月は2l―26Cm

で， 4， 5， 6月共に近似の傾向がうかがわれる0 7月は少

し大形で30Cm 位で14 線地E の 5， 6 月と似ている。秋

期9月は2O-25Cm ， l0 月 26Cm 内外で，1953 年同地区

と殆んど変化のない傾向を示している。虹別地区では4 月

2lCm ， 5 月 l9cm ， 9 月 l6Cm ， l0 月 l9Cm で他地E と

比較すると明かに小形で，この傾向はl953 年と同様であ

る。 l0月中，虹別地区各支流の釣獲体長を観察すると， 25

 寸支流でl8Cm ， ポンべッ支流 20cm 位， シュフソ 支流

l2Cm ， コットナイ支流l3Cm 位， 22 号支流では22Cm

位となり，西別@ll本流の二ジマス体長組成と同じ傾向にあ

り，各支流間に或程度系統的相関があるのでわないかと考

えられる。l955 年度は282 尾の調査で肛別地区のみで実施

したが，2 月はl2cm, 3 月 20cm ， 4 月H 2l cm 位で3 月，

4月は極めて類似している。この地E は3 ケ 年を通じて小

形である。

以上の事からl4 線地区のものが平均して大形，次いで

申四則，西春別地区，肛別地区の順で上流程小さい傾向;こ
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あ る。 この原因に就いては存から初夏にかげて二ジマスが下流に移動し秋期下流から L流へ移動することが分

る 。 しかし 凡てがこの行劫を行うとは限らず，下流のものL或ものは中流にその或物は秋期支流に移動する。

又西春別地区のも似た傾向を示すのでないかと思われる。更に肛別地区が小形なのは年齢によるか， 或物はここ

に固定されているものもある様に思う。

次に他の魚種に就て―言すればl953 年 l4 腺地E でウグイは平均3lCm 内外，l954 年 5月には大形魚が釣ら

れる。これは丁度この魚種の産卵群が河川に湖上する為であらう。―市西存別地E では 5 月 -6 月共に 30Cm

で，陸封型と降海型がこの地区に混痩し産卵するためでないかと思われる。イトウはl4 線地区 l953 年 l0 月 47

Cm ， 口乃 34cm ， l954 年5 月 l8Cm の 小形魚で上流より移動するだめであらう。西春川地区では 4 月 40Cm

内外， 5 月， 6 月 27Cm 位， 7 月にはやや小形魚が多く，9 月， l0 月には順次大形魚が多くなる。この魚種も臥

期水温が低下するとともに下流より上流へ移列するが，しかし本流最上流迄移利することはなく，大部分は中西

別，山寺別地E の深み或は諸支流に湖上産卵越冬する乎は他の魚睡と異るようである。 虹別地区のアメ マスも二

ジマスの如く小 形魚が多かった。

9) 体長範囲と年齢

各地区の釣獲魚から代表標本を抽出して各個体の鱗を水洗，汚物を取除いて年齢査定を行つた。観察した各害

魚の鱗は凡て円鱗であつた。ニジマスの鱗に就いても，研究が末だ充分とは云い得ないが，著者等は冬期 帯 と

考えられるAnnuli+ l* 七つてその魚の年齢とした。鱗の大ぎさは各 魚種によって相異するのは勿論である

が， 同 ―種の魚体の大ぎさ，又同―個体の各部によって七異つている。人几イトウ，ニジマス，ヤマべ，ウグ十

は比較的人きく，イワナ属のアメ マス， ヵヮ マスは小形である。 二ジ? スの鱗はサケ・マスに似た形態であ る

が， 魚体の成長によって年齢に心かなりの変異があるけれど心，人几の体長範囲と年齢を記述して見ると，釣碓

点中最小の体長7Cm (7 ． 0-7 ． 9Cm までの長きを含む) で2 年， l3-l9 。m で3 年， 2l ―24Cm 4 年， 26 ―刃

Cm 5 年， 35-42Cm 6 年， 45-50Cm 7 年となつている" 又l2Cm では2年と3年， 20Cm で3年と4 年， 24

-25Cm 4年と5 年， 34-35Cm 5年と6 年， 38Cm で6年と7年等の各年級が混つて出現して居り，この7け@ll

ではこの様な成長傾向を示すものの様である。 ―般に河川のものは餌料，水温等の変化がはげしいので養鱒池の

場合より成長が悪いのが普通であり， 各年級群による成長個体羊も大きいと考えられる。以上の乎より木だ適確

なことは云えないが，中流地区にも上流地区の魚が相当八りまじっている事が考えられ，前項に述べた車と合せ

非常に興味ある車であるので別に報告する値価があると思50 イトウでは27 ・ 5Cm 4 年， 33Cm 5 年， 48Cm 6

年で中には35cm で7年の魚体もある。 ―般的に二ジマスより成長が幾分良いようである。 アメマスではl7 ． 2

―2lcm で3 年， n7Cm で 4年で，ニジマスと略 似々ている。ウグイは23 ． 8Cm で4 年， 27Cm で5 年， 36

c口で 6年位である。 更に肛別地区の二ジマスは2年， 3年稀に4年の年齢群が多いが，魚体もLリほた 旭から，

成長が忠いのでないかと思われた。

lo リ 害魚によるサケ卵及び稚魚の食害について

各出魚に上るサケ卵及び椎点の減耗を調べるには先述した如き埋山より，サケ卵の減耗と 稚魚の減耗を区別し

て突施した。目 内容物調査を行うにかたつて，あくまでも釣れた魚を基礎とする為に，その魚がこれまでにどれ

位卵及び稚魚を捕食して来たかを確突に判定する事が出来ないわげである。 それ故にここでは採取魚最後以前数

時間内の捕食サケ卵，稚魚を調べるにとどめ人几の傾向を見る事にした。

さて胃内容物によるサケ卵及び稚魚が捕食さオLてどれ位時間が経過したかを判定することは非常に困難である

が，大体の捕食後経過の遅速を判定する事は出来る，即ち卵の新鮮度，卵の目に入っている位置，卵の形状等で

あ る。 例えば大低目の前部 (噴門部にあだる処) の卵は原形をとどめ，色彩も鮮明であるが，中央部のものは多

少変形し 色も白色に変化している卒が多い。 更に幽門垂に近い後部(幽門部) では既に大部分のものはおしっ

ぶされて卵殻だげが残つて，時に垂なり合つだ状態になつているから捕食数を調べる卒が容易である (Fig ． 22) 。

しかしながら捕食卵が大然産卵された七のか，捕獲採卵で取りこぼしたものであるかを  刈 定する事は出来ない。

他方俺敗は組織が柔らかいので， 卵より句読消化が速かであらう。稚魚が古魚に捕食されると， 当魚の 商に依

り ， 去皮が裂け，多少とげ始める。しかし胃の噴門部及び食道部では原形をとどめるが，後方幽門部では既に外

形は明瞭でなく，時に育椎骨だけのものが少くない。脊椎 才は普通各椎骨が連続している状態にあるので，若し

他種魚類を捕食する場合で心，骨の構造，推定体長等によってサゲ碓魚である車を判定出来る。脊椎骨だけのも
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のも I尾として計算した。又各個体の捕食している卵及び稚魚放は，極端な小形魚を除き， 魚の大小により差は

見られず，小形魚でも多く捕食していたり，逆に人形魚でも捕食

数の少ない場合もある。 調査した結果から， 卵ではl-3 粒及び

稚魚でl尾を捕良していた個体が最も多く， 次いで前者で 4―

5粒，後者で2-4 尾であつた。て れ故にこの報告では捕食魚と

非捕食魚とに分け，捕食魚は少くともI個の卵或いはl尾の稚魚

を捕食しているのであるから，卵と稚魚の枝宮程度は総て宙魚の

捕食魚出数をもって示す来にした。尚釣獲した時に非捕食魚であ

つても，河Jll中に棲息、している間，卵及ぴ稚魚を捕亡しない事は
Fi9 ・ 22 DiaBramatic Chart showinR 卜  

ないと云う事を常に念頭に人れておく事が必安でカ，る。
cations entering comparative
fresh eggs Of commondace ， (l) 地区別のサケ卵に与える夜宮

1953 年度秋期ln 刀 ， u l を合せた被害程度は14 紐地区ではTribolodon hakonensis  

各庫害魚を含めて捕食魚は7l ・ 4% に及び非捕食魚は28 ・ 6% であつた。西春別地E では76 ． 3% 捕食魚， 23 ． ?%

が非捕食魚， 肛別地区は90 ． 9% が非捕魚で，捕食魚は9． l% だけであった。要するに四存別地区即ち西別川中

流水域が最も被害が多いと云う事を示している。l954 年度はl4 線地区は調査標本がないので省略した。西脊別

地区で60.4% が井捕食魚， 39.6% が捕食魚となり，又虹別地区では88.l% が非捕食魚，い ． 9% が捕食魚であ

った。l954 年度七1953 年度と同様中流水域が多い事が分った。中流水域が被需が多いと三うのは，西川川@c 於

いては申流水域―帯が最もサケの産卵の多い事を物語つている。産卵床の多い場所では産卵魚の密度が多い茶

に ， 堀返し等によっr 卵が露出流下する数も多い事も考え合わせる必要があり，今後の産卵調査の複雑な要困を徹

底的に分析検討する必要がある (Fig ・ 23) 。 各魚憧別に見ても，時期的に異るが，―般にウグイ， ァ @i7<7 ス は卵
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Fig. 23 Damages of feeding On salmon eggs by some predatory fishes during fall

seasons. Left: Oct. to NOv., 1953 Right: Sept. LO Oct., 1954. DOtted part: LOss
Oer-centage by predator.

を最も多く捕食するようである。 l4 線で完全にウライで河川をとめて心，サケが増水時に逃避するために， 期る

現ゑが生ずるのであら 5" 他方虹別地区に於いては，人為的に卵が流れる市があっても，それらを加えて尚両年，

半に中流水域より被害  仁少く ，同様な傾向を示している与の意義は人ぎ いであら う  
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西mUHl に於げる二ジマスの生物学的調査 
人工的に採卵， 僻化した椎魚は西川州最上流の肛別府化場から放流されるわげであるが， 二原 (l958)に依れ

ば放流は2 月 l 日― 5 日 l0 立での期問とな。 @Iている。しかしながら韮魚池が決して完全なものでないので自然

放流の形-@@椎魚が降"卜する心のと思われる。それ故にl954 年存から初更にかげに別地区と西呑別地区の稚魚捕

食 割合を検討して見ると，前者ではl0 ． 6% が捕食怠で， 89.4% が非捕食魚であった，後者では96.S% が非捕

食魚， 3． 2% が捕食魚であつた。要約すれば放流期間中では上流水域が中流水域より多く被害を受げている事が

分る 。 尚椎魚@m被害が卵の被害より少いのは，椎魚自体の湖泳カ及び逃避力によるためと思われる。l4 線地区

(下流水域) は標本がないので調査出来なかつだCF 巾 ・ 24) 。

  (3) 舌地区の舌年月別の被宙程度

前項を更に詳細に観察すると，卵及び惟魚の被宮の変動傾向を知

 る事が出来る，即ちl953 年 l0 月， I 乃 各地区に於いては，l4 線

地区では二ジマ,-@@@S8.9% が捕食魚□ 尾最大捕食卵数94 粒)， 1 」

Nizibeisu
% が非捕食魚， 四呑別地区では77.8% が捕圭魚(245), 22.2% 非

 

Nish 卜吋 Dbe@sD
arftx 

捕食魚， 虹別地区では25% (2) が捕食魚， 75% がヲFf甫食 魚であ

る。 Xl4 線地区ウグイでは58 ． 3?@ (6) 捕圭魚， 4l.7% 非捕食

魚，イトウ40% (9) 捕食魚， 60% 非 捕食魚であつた。両地区を

比較して二ジマスはl4 腺の方が少し多くなつているのはl4 練で河

川なとめて，ここで採卵するために，この附近の魚が集つて捕食す

(159)るためであらう。l4 線の各魚の捕食割合は二ジマスが最も多く，ウ

グイ， イトウの順であった。肛別地E 釣獲数は僅少だが， ヵヮ 7

ス ，アメマス，ヤマべの卵捕食魚は皆無であった。l954 年 9月四春

川地区では42 ． 5% (96) が捕食魚， 57.5% 非捕食魚， l0 月は48 ． 6

% C2l) 捕食魚， 5l ． 4% が非捕食魚で， 9 月よりloBv 方が同―

 地区で七多くなり，中西川地区では9 月には33.l % (1) が捕食

魚， 66 ・ 9% が非捕食魚， l0 月は36 ・ 9% (l?) が捕食魚， 63 ・ l% が F;9 ・ 24 Percentage Of da@nageS Of

feeding On salmon fry by井捕食魚であり， ここで七9月よりl0 月の方が被害が大きく，西

some Predatory fishes in春別と同，傾向を示している。西春川地区と。 l。 西川地区を比較する
early spring and summer in

と ， 両地区共l0 月の方が多く， 四春川地区の方が被宮が共に多く
1954.

なつているのは中西別地区より四春別地区に五く産卵床が多いと云

ラ牛 を意味するのでわないかと思う。- 方肛別地区9月―l0 月はい・ 6% (42) が捕食魚で，88． 4% が非捕食魚

である。 更に円53 年と l954 年の西寺別地区を比較すると， l953 年の方が披声が多い処から，l953 年の方が M

線の トメ * 逃避したサケ産卵魚が多かった事か暗示しているのでわないかと思われる(Fie ・ 25) 。

次にl954 年及ぴl955 年のサケ稚魚の被害状況はl954 年4 月―5 月 西寺別地区では5． 4% C8 尾) が捕食魚，

94.6% が井捕食魚， 6-7 月は2． 9% (l) 捕食魚， 刀． l % がヲ mキ甫食魚 ， 又虹別地区では4 月 24.2% (4)1 が捕

食魚， 75.8% が非捕食魚， 5 月 95.1% 非捕食魚， 4・ 9% (41 が捕食魚であった。山寺別地区と虹別地区を 此

較すると上流水域が中流水域より多く被害を受げる事が分る 。 l955 年2 月―3 月 5 口では42 ・ 3% ひ9) が捕食

魚で，57 ． ?% 非捕食魚，内二ジマスは4l ・ 8% 捕食魚で，58 ・ 2% 非捕食愈， ヵヮ ? ス 57 ・ l% 捕食魚， 42 ・ 9% 捕

食魚， ヤ ? べ 40% 捕食魚， 60% 井捕食魚となつている。3 月 6 日― 3l 日までは38 ・ 5% (け) 捕食竹， 6l ． 5%

が非捕食魚であり，内ニジマス36 ． 4% 捕食魚， 63 ・ 6% 非捕食魚であつた。尾数ぶウいので何と七二われないが，

調査員，調査従車員の観察を加味して，稚魚を捕食する割合はヵヮ マスが多く， 次いでアメ マス，ヤマべの順で

あ ると思われる。4 月は20 ． 3% u2) 捕食魚， 79.7% 井捕食魚で，ヤマべは捕食していなかった。2 月と 3 月

の 技害は殆んど似ているが， 2 月の方が被害が少し大ぎかった。尚 1955 年春にサケ稚魚の放流降下状況を調べ

た。ぞれによると2 月中初旬―中旬にはに別府化場より 26 牙附近まで，下句には北25 号附五まで降下し浅瀬と

か紅かな流れの個所に群泳して居り， 下流になるに従い数が少なくなる。3 月上旬―中句には北22@- まで降下

し ，下旬七略同様であつた。4 月尺 h―中旬には群団が少数になり，下旬にはシュワリプト合流魚北l3 号附近ま
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Fig. 25 MOnthly percentage 0f damage 0f feeding 0n salmon eggs and fry by

predatory fishes fn three areas for 3 years.

で各所至る処に小群が散見されている。

以上の事からl954 年， l955 年を通じ，虹別地区が最も多く同月でも順次下流になる程被害が少くなり・各地

区の被害変動がうかがわれると共に，この移行が人工隅化稚魚の降下移動と良く - 致している事は宍に興味ある

問題である。 支 l954 年とl955 年4 月の被害傾向七醐以し同―傾向を示している，しかしこの西川川で天然産卵
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稚魚も多いと思われるが，この点に関しては人工僻化稚魚より早く僻出し降下すると思うし，或数は時期的に亜

つていると思われるが， 天伏稚魚にっいては省略した。

(4) サケ 卵及び稚魚別被害

2 ， 3項で述べた事を要約し，各年毎に色々 の制約があり充分な比較は出来ないが，l953 年， 54 年， 55 年各

  年の被害総計はl954 年が稚魚，卵を合わせ22.3% で

    最も少く ，それに次いでl955 年の32 ． 6% ， 最も多い       のはl953 年の73 ． 5% であつた。しかしl953 年度はサ     ケ卵だけであり，  ド 流のトメの影習があり， 又 l955

 年は稚魚だげを対なに尚肛別地区のみで調査した事を    
念頭に入れる必要がある。

次に調査期間3年間 (fH し l955 年 l2 月の採取魚を

除く ) の サケ 卵及び稚魚別の合計を見ると， サケ 卵に

(蝸(1010)
与える被害が稚魚に与える被害より大きい事が明らか

feeding On salmon egg and fry for threeであの被害のる CF総手巾 ・@@26)よ 28.l%。 更に胃を示している内容 物調査標本の卵と車が分つた次第稚魚 Fig. 26 Separate percentage 0f damages Of total
years.である (Fig. 20 古参照)。

X 総括及びけ すび

太平洋サケ・マス類には6 踵あ り，そのどの魚種も淡水中でのみ産卵する事は良く知られている事夫である。

それ故にそれ等魚鹿の補充資源としての椎魚の多い少いが，当然その後数年にして河川に湖上する産卵群の数量

を左右するだら5 と云う事は充分に考えられる。それは太平洋に面する国々 の地理的位置，河川の大小によっ

て， 又開発の程度に応じておのずからサケ，マス補充資源の大ぎさに相異があるわげである。 北海道の大小河川

に於いて七河川により，それぞれ環境条件が異たり，中には天然産卵に適するだらう河)11@あ り， 又人工岬化で

なげればならぬ河.1lI@あ るが， しかL 順次各種産業の開発が進むに伴い，斧陣当が増大して， 益 補々充資源の育

戊 に悪い影響を及ぼすであろうと懸念する次第である。

サケ・ ? ス類は先述した如く生涯外的の脅威にさらされて減耗を続げるわけである， 即ち砂礫中に産卵された

卵は，砂礫中に怯息する負毛類，蛭及び多くの水棲昆虫に，隅化して砂礫から潤出する時には， 数種の甲殻類と

か水鹿昆虫に又河川を降下し海に出るまでの問の碓魚は，河川に棲息する多くの宮魚，害鳥に捕食される。；nえ

て河川にある 潅概溝に多かれ小かれ込人し時に各 陣産業廃液によって多旦に減耗される車もある。 また河川が

都市の中央或は周辺を流れるような処では，都市廃水，子供達の遊びの対豫となつて死減する。河口に到達した

稚魚は群をなして沿岸沿いに移助するが，その際沿岸にある各庫の網に混膣ざれると共に沿岸に捷息する沿岸海

産魚類によって捕食される。生長しながら沖合に去り，外洋に出た未成熟魚は洞淋中人形の鮫類とかオットセ

イ，アザラシ等の出魚， 宙獣に盛んに捕食され，それが産卵年齢群として産卵のため河川に到達する迄統けられ

るわげである。 更に沿岸では漁業の対象として捕獲さオL，そして河Jllに湖上する産卵点が産卵床に達するまでに

多くの簡進者の乱獲によって，次代の資源に参加するべき成熱卵を消滅する。河川によっては発竜用その他のダ

ム等で産卵魚の測土防当を受けたり，廃液等によって産卵床を破壊される単もある。 斯くして無数の障害を乗越

えた残会の魚だけが産卵を行い鹿族維持の力則を完遂するからである。 勿諭総ての河川にこれ年の障害が全部あ

ると云うのではなく，河川により幾づかの障出が単独に或は複雑に組合つて，結局稚魚と成魚に被出を牛 えてい

るわげである。

それではその- つの要因と考えもれる河川内に於いて稚魚を食宮する吉魚について七，缶目， 又その河川の人

きさ，位置より宙魚の種類が異るのは勿論である． Cemko (l957) がソビエト領 カム ヂヤツカではオショロコ

マ， べ二マス，ギリマスが多数懐庖、 し ，それ等魚種の椎魚を，その前に隅出した同属或は異属の幼魚，換言すれ

ば高次年齢群に捕食されること，そして後に残つたものが更に後に脾出する椎食を捕食する事を実験的に明らか

にし-c いる。他方アメリカに於いても，Shapovalov と Taft (l954) がカりフオル二ヤのウエデル，クリークで

ニジマスとギンマスが同様サケ，マス稚魚@こ害を与える車を記述し，且つ他数鹿の害魚を指摘している。北海道

? 丁ア
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に拾いてはギリマス，べ二マ 入の様にI年乃全数年間降海前に河川中に越年棲息する魚唾はサクラマスを除き外

に無いので上る。しかしながもその外に数唾頗の害魚が睦息、 している。久保氏に依れば北海道各地(旧日本領干

島を含むJ 河川の標本調査より，―祐多の稚魚を捕食する七のはオショロコマ，アメマス，ヵヮ マス，ヤマべ，

ニジマス，ウグイ及びイトウの順になつているが，著者専は河川の環境条件，時期により大いに順位が異る七の

と思三 。 それ故に西川川では現在量的にも多いと考えられる二ジマスが最も被害を与えるものではないかと考え

る次第である。

次に食害調査を行つ時にはどうしても或程度害魚に関する生物学的知識及び捕食対芽魚の習性，行動等の生態

学的知識，更に河川内の餌料生物の消長* 把握する芋が必要である。 著者等は又サケ卵と稚魚は東続的に密接な

相互関係があるのは勿諭であるが，先の唄でも述べた様に陣々耶と稚魚の状態亡 異にしており，両者の被害程度

を比較するために分げて調査したわげである。 被古程度は同 -河川でも年少劫があるが，共にサゲの減耗に役立

つであら ヨ 事がうかがわれた。この調査は3 ヵ年問だけで充分ではないが， 四別川に於げる数庫の害魚がサケ卵

及び惟魚に被害を与える傾向が示ざれた佳度であり，今後長年r. わたるこれ等各項日毎の徹底的な研究ど ， 尚西

mJ@l 産サケの字卵数も年変劫があり， 人凡 l.259-3 ， 398 粒の範四にあるから，これな； nえ 更に精度を高めだ分

析を突施しなげれば，この河川の適確な判定はむつかしいのでわないか。なほ北海道内各河川毎の胃魚による卵

及び稚魚の被害程度を兄極めて置く事も，人工偶忙を夫施している脾化場の今後の為に必要で丸らう事を物語つ

ているようである。

最後にサケ・? ス 類の資源にっいて色々の問題がある時，サケ・マス資源管理の―つである補充資源保誰及び

竹理をするのが隅化蜴であり，そのだめに健全な椎魚を出来るだけ多く育生し 7。I@Jllを降下させ，安全に降海さ

せて，次代のサケ・マス資源に寄与させる源となるのが隅化場管理 (Hat 。h。，y M"n"g 「 ment) の最七大ぎな役

割である。 特に我因のような狭小な同で，人口七 多く，開発の激しい，河I卜狭小でもるだめに， 人為的障宮も

多いから，他の広人な同と異なり大いにむずかし@' わげであり，より―唐人工堆殖*する意義は大きいわげであ

る。 現在北海道のサケ・マス資源が維持されて@- ゐ のは大外阿化と人T@附化によるとは思うが，しかしながら附

化場が人エ採卵・ 脾化する場合，大外産卵の諸過程を人工的C 行うために，天然に起らな、、 様な色十の障害も生

起するので，常にTH確に原因亡 追究，丈熊を把握して改良を亜ねる牢は，あ くまでも唯魚を多く 隅化させる準備

作菜であり，保護下段であるからである。 尚隅出した稚魚が降侮する迄の問に無駄な技害を受けぬ様にするため

には，丈夫な椎乍．を育成する為に末利用廃物を活川するような飼料的考慮が今後必要であら 5 。 何故なれば天然

の稚魚は膀漿吸収期まで砂礫中に潜人し，無欣なエネ@@L@ギーが消皮されなL、ため，膀褒吸収と共に脾出した時:こ

は元気に飼料をとるために成長も午く ，当然亡夫、惟魚が十産されるかわ，河川内に於げる水流に対し抵抗性が

す)り ， 出魚， 当烏に変れる時には放擁に逃避すると川、 ラ ，反対に人エ的に澗忙した附魚は膀韮保持期より活発に

活勒し無駄なてト ルギーの消也が天然の心のより激しいため，索餌力も弱く，従って成長も避く，河川の水流に

対する抵抗性， 害敵に対する逃避力も比t@@LH 弱く，被宮を受ける割合ス大きし七のと思うからである。 隅化場管

理士坦生の河山のはかれてL、 る状態から午檸環境調杏を縦統し，今後七面道の進展に伴って起るだろうE 大の人

工的障宙叫除の為の総ての行政的な施策を行なわなければならないと共に天然的各障害に就いて七，常時より充

分見極めておく必要が方，る。そげf@)上に隅化場に於いでは今後―悟広範な資源管H の基礎 上に立つてザゲ・マス

生態に関する全般の研究な進めると共に右効な増殖セ実施することが，補充日源育成の大ぎな日的でなければな

らないことは論セまたないと考える次第である n

要M 摘

l953 年 ln 月よりl955 年4月に至る3年間四別川に懐忌する二ジマスの調在を恨室支拐と協同@) 下に夫施し

たので，ぞの叫 (@ 概要結果亡 報告する。

l・ 四別川に捷息する淡水魚穎は現在明。かだものはl3 種頓で，その中サケ卯 及び碓魚を食宙する占魚、 は二

ジマス，アメ 、i@ ス ，カワマス，ヤ ? べ ，イトウ及びウグイの6疸であて。

2・ 宮魚の食性は殆ん>@昆虫類等0, 肉食性であるが， 餌料生的の大部分は水乎昆虫 (咋伊昆虫の水珪生活期の

幼虫及ぴ踊@及び注生昆虫であった。水怯昆虫の申でギ翅類が主位を占め， 鞘巣のまま当年に捕食されて

いた。調査個体337 尾中，二ジ? スは始んど空胃の心のはなかった。ウグイ，イトウは東節により空胃の

T18
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旧体がある。 餌料生物の種類はl29 睡であった。

3・ 全河川の川底組織を上層，下層改ぴ表層の3部分に分けて調査した。下層は上流域は砂地が多く，下流域

は砂地に泥土が混合している。上屈は上流域は砂礫で，中流域は火山灰が混合し，下流域は砂地に火山灰

が混合する。表嗜は上流域は玉石部分が割合に多く，下流域になるに従い小石部分に変っている。

4・ 水流，水深，広目，時間別の釣健は季節的に相異するが明らかな―定性はないようである。 他力気温，水

温では気温より水温に直接影響がある。 持に秋の終りの水温低下と共に宮魚の餌付きが悪くなる。しかし

恒温水域である上流地区では釣碓に余り相理が見られないのである。

5・ 3年問の総獲数は各魎を含め2， 399 尾で，その中音撞の調査を実施した個体数は2， 216 尾である。 釣獲数

の申告年，各月ともに二ジマスが人部分主位を占しており，西gl 川に二ジマスが多数桂息している事を暗

示している。

6・ 釣獲里数を基礎として調査期間中のl 日の釣獲割合，各地区別釣膣具合を検討した。

7・ 釣獲魚の体長範囲は下流水域で―番人形で，中流水域が下流域よりやや小形であり， 最卜流水域 (肛別比

区) が最も小形魚が優勢であった。更に体長範囲と年齢との関係も合わせ考え，□ヒ流水域の古魚は中流水

域及び下流水域に移動する車が分った。しかし総ての魚障が同じ様な移動をするのではなく，イトウは冬

季には中流水域の深み或いは諸支流で越年するよフ である。 ニジマスは上流域の小杉魚と下流域の人形魚

は，個体により相異があるよつだが，越冬場所は異るように老える。ウグイは下流域より中流域まで湖上

するものがある。

8． 2， 2l6 尾の中胃内再物調査に使用したのはl， 刀 3尾である。 l953 年と1954 年の3地区に於ける卵の被害

は中流水域が最も多い。この事実は西別川では中流地区が最も産卵の多い事を示しているだらう。稚魚の

被害は ヒ流水域が中流水域より多いのは，時期的に考えて，人工岬化した稚魚が被害を受げている七のと

思う。

9． 各年各月の卵及び稚魚の被害に就いては年変動があると共に， 月により被宙の移動傾向がうかがわれる。

この移封碩向はサケ稚魚の降悔移動とも良く―致する俵で， 大いに興味ある問題である。

ln ． 3年問の卯 及び稚魚に対する各々 の被害の合計は卵では29.8% ，稚魚では18.4% で，サケ稚魚より卵の

方が彼当が大きい半を示している。更に3年間の卵と稚魚被害総計は平均28.l % であった。
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