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本棚湖の ハナマガ リセツ パ リマスについて

革者らのl人である 徳井は，本棚湖のとメ マス調査中に漁業者からハナマガリセツ バ リマスと呼ばれるマスが 

当湖で年間数尾採浦され，その標本が湖畔の本栖湖p ツジに保管されていることを知らされた。

平者はガラス槽に封入された標本を外観から見て産卵期のとメ マス維親魚であると観察した。しかし現在 本

栖湖@こ 主思し漁獲魚 として多数操浦されているとメマスとは人きさが井常に異なり，ストツクの相違のあること

はわかつても，それ以上に分揮学的な違いがあるかどうかは．l尾の標本のしかも外観のみではわからなかつた，

従つて，もつと詳細に調杏すべき課題と考え，漁菜者の梶原氏に標本採集を依頼しておいたところ，その後同氏

から標本を2尾入手することができたので， 今凹は主として，その標木の形態にっいて報告する。標本の採集に

御協力頂いた山梨県南都留郡河口湖町 梶原栄氏に厚くお礼申し上げる。

本栖湖の払要 本棚糊は富士五湖の中で最も西方に 位置し，水面高度902m ，面積 4． 9km ，，最大深度

l26 ・ 0m の貧栄養湖である。 湖を中心とした観光開発も， 立た湖の調査研究も五湖の内では最も後れているよう

に思われる。水産としての利用は魚類放養の礎史の占い割に漁業はあまり発達していない，

木栖湖へのオ ンコリン；ス 属の移植はとメ マスがl925 年に十和田湖から，近年は十和田湖と支街湖から移植き

れている。l934 年にほ山沢湖からク二 マスが移植され，また元ウルモ @<@y ふ化場経月者 谷茂平氏からの連絡に

よるとl925 年頃べ二マス卵心移植された由である。

ここで使用した2個体の標本は，湖沼里ヒメマスと思われる大形な庁卵期形態をもつ雌魚である， 魚体は長期

間敢漬にされていたため，褐色をRする頭部，体側を除き， はとんど完全に脱色し生体色をとどめていない。し

かし色調の差から，生体色は尾柄部で鮒かな赤燈色， 体側は多少暗色がかつた紅色を帯びていたも@0 と想像され

る。 鱗は離れがたく，極端に吸収されて惰円形または二角形を呈している。

さきに中村(1947) は， 支筋瑚産ヒメマス雌雄の第2次牲特徴として甚しい変化をする頭部と背部隆起の発達

過崔にっいて，また徳井 (l96l)は産卵期の休色変化0 度含が，生息湖沼によつて棉異つていることを@報告して

 
外見的に標本が，体長の剖合に対して頭部と体高が井常に大きいためか，全体としてズングりした不格好な形

をしている。これを確めるため， 魚体各部の主な形質を計測して，第I表にまとめた。

この 去から調査魚の頭長が当湖の普通に多く 採捕される末成熱魚や支筋湖の産卵群個体よりともに大きく，体

高 は上筋湖産のものより大きいことがわかる，

その他の形質中，幽門垂をのぞいて，鯛咄数・側線 鱗数 ・ 各鮮軟条数等は上田 (l962) が記述したとメ マスの

引 @2@lj/直の範囲内にある。

この際本の幽門垂は，多くの湖沼に生思するとメ ・マスより少なく ，類似のク二 マスより多く， 内種のほほ中問

値である，このことは， さきに当湖にク二 マス 発恨卵を移恒した記録u934) とあ わせ考え興味深いことのよう 
次にVernon(l957) は同―湖沼内の数地点から採集したとメ マスの形質を比較して3種族'races) の認められ

ることを報告している。また友円          びわ湖のナマズと フナの研究から，生自環境の変化にともなう餌

料等の斗態的相異が，それもの形態上に変化をもたらしたとして数種族 (あ るいは形態型) のあることを報告し

 
調止した個体が単に普通のとメ マスの高次年合産卵群であるか，あるいは上述した研究者らの暗示するよう@こ  

生思場所 ;または波泳悟―               による種類の違いであるかは．                                                            

が， いろいろと興味のある問題を提起している七のと思われる- 
J-1anamagari-seppari-masu ln local name collected

from Lake MOtosu, Yamanap-h@ Prefecture, Japan  
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第 ] 表        ス@1ー1 ノ7 @ @  
土祈湖

l963 年l0 月

  

本栖湖 集 

 

  
 末成熟魚

   礫

 
20. 6-22. 3l4 ・ 2-22 ・ 6

 
42-4., 37.3 

l． 26 ， l． 02重 二 片ノ 

3・ 49-3 ． 7E  4・ 48-4.73
 

3・ 42-3 ・ 98   

 
体 高/ 尾 川高 @ 2． 67-2． 78

 背 鰭 軌 条  

 
胸 鰭 敢 条

 
 

 

l8 
135-139 

 
l2- l4 
ヨ7―38鰍

  幽門 親  垂数数 @ l 63・ し l個体のみ計数J     
本棚湖畔でH 別な呼称をもっマスをここに発表するとともに，今後できるだけ多くの材料を採集して形態を調

べ上湖の普通の産卵群との関係を明らかにするため，生態学的およびT 思環境の湖沼ぎ  的研究の進展を望む次第

てある。  
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木桝湖のハナマガリセノバリマスについて

Figure 1. HanamaKari-seppari-masu (spawning male taken in October, 1961, from Lake
MOtosu). " Hanamagari " means a ho0ked snout, " seppari " a humpback and

" masu  ' the salmon @n Japanese f" Masu " often means the trout @n Japan).

 

Figure 2. Scale showing a spawing absorption 
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