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The chino0k salmon, Oncorhynchus Iscfiawylsclia, fs one Of the most important resource among Pacific

salmonid fishes for several countries along the northern Pacific Ocean, especially for NOrth American side,

though the catch is much less abundance in coastal waters Of Japan On Asian side. Therefore, the eyed

eRKs Of this species have been transplanted from America into certain hatcheries Uf HOkkaido in order to

esterblish the stock-production successively for past five years. The hatched fry were released to the

TOkachi river in spring every year. The released fry were marked with marking combinations clipping

an adipose fin and both ventrals from 1960 to 1962 and adipose-1eft ventral in 1964. NO marking was

made in 1963.

Up t0 date, sixteen adult specimens were recaptured in the TOkachi river @n the fall Uf 1963 and

1964. A large mature female (91.8 in total length) caught by stream seine in the Chiyoda Salmon Catching

Place On September 22, 1964, completely missed two parts Of fin clip. From the scale reading its age @b

estimated five years. The number Of eggs included in both ovaries was about 5,900. From the above

facth, @t is clear that this specimen is one Of the adults from the released fry Of 1960.

Next, twenty-five chino0k young were taken by the set-nets along the Hidaka coast in the fall 0r 1964.

The scales Uf eighteen samples examined have the s0-called the river zone and circuli intervals which @s

wider than the nuclear one (river zone) having been made after seaward migration. The number 0f growing

circuli on scale ranges from 27 to 38 in the individuals examined during the period from six t0 nine

months after release. The marking Of those samples were clearly recognizable either from the length Ur

numbers Uf left and right ventral fin ray even when the fin had almost completely regenerated. From the

marking experiment and the reading Of circuit numbers Of young scale, lt is clear that hatched fry move

down to the sea from this river within one year.

サケ利・魚類中でもつとも人きくなるマスノスゲ (O 爪 。orhyn 杣us tsc加叩ytsc血) は，九人'w洋ほとんど全域に

わたつて漁獲され， 止卵のためアジア側の―部と主にアメリカ側の諸河川に湖上する。その漁獲呈は，他の魚種

に比べて資源的に決して多くないため，北洋漁策でも，またアメリカ側諸国，とくに合衆国人平年岸3 州の沿岸，

河川では貴重な水産資源の―つとして，これが資源維持，増殖管理に鋭意力を尽している。マスノ スケ生后、分布

SEB&ol'-ttt, UlMnaT (1950), ROedel (1953), MOaceeB (1958), California Department Of Fish and Game

(196l)等の報告により，アメリヵ人陸ではカリフオルニヤ南部からアラスカ西部まで，アジア側は南限の日本

からベーリング海南西部まで分布することが知られている。しかし AHApMmeB (l937) ， ABHHHH (l956) ，

@@lHHfABepr (l959)，等の調査報告では，ベーリング悔北東部のチュクチ半島，南カラフト及び向千島谷水域から
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知られていないので，恐らくベーリソグ棚峡をこえて北極梅沿岸までは分布しないようである。

l-l本近侮の分布は上に北海道沿岸まで咀肋するが，沿岸漁獲尾数も近年まで余り多くなく， 河)llに 棚上する数

L ，年と河川によりもちろん相異があるけれど，非，常に稀で，産卵することは知られていない。現在まで北海道

の呵川で，湖上することが確認されている河川は，上田(l962) によつて報告されている， -ト勝・ 尾幌 ・ 斜里 ・

常日・ 湧別 ・ 人塩の 6河川と，昨年新たに確認された西別川を加えて?河川だけである。

アジア側に漁獲の少ないマスノスケ資源の生産樹立が，可能か否かを実験的に確かめるため，アノリカ合衆国

ワシントン州の好意により，分布南域にあたる日本に過去5年間ロ 959-l963) 発限卵を北海道に移殖，大平洋

洋十勝川から(4 回日の無標識をのぞき)， 各年共"ヒレ "を切除して放流してきた。標識部位はI回目 u959)

から3回口 (1961) までは，脂ビレと両腹ビレ ， 5 回目 (1963)ほ脂ビレと左腹ビレの組合せにした。十勝川は

今まで，それも稀にI尾か2尾しか湖上しなかったが， 5 回に亘る放流を実施したところ， l963 年から放流標識

魚と思われる成魚及び幼魚が再捕されたので，いまだ不充分ではあるが， これら個体からえられた形態形質並び

に世態的知見の―部を記述し参考に供したい。

本稿を草するにあたり，貴亜な標識成魚及び幼魚標本を調査する機会を与えられた北海道さけ・ます・ ふ化場

事業二課 艮沢有晃氏及び課職員各位，標識魚再捕ぃ c多大な協力を頂いたト勝支場負，漁業者各位並びに人形標

木魚の卵故調杏と鱗の分析に関し，種 援々助をえた調査課小林莉 夫氏にたいし謝意を表すると共に，この事業安

施にあたり絶大な援助を与えられた口本水圧資源保護協会に心から御礼申上げる，

十勝川で採取された成魚

l963 年に十勝川千代田，河口此び沿岸で，同川に放流したものと思われる魚が成魚として6尾， l964 年にはl0

尾が採取された。このうちl9fi3年8 月H28 日と l9fi4年9m17 日の個体(フォルマリン固定標本)について観察した。

前者の全長は52 ． 4cm ，体長47.1 cm ，後者は全長67.2cm ，体長60.0cm の雄魚で，ともに精巣は大きく成熟

段階に達していた。休色ぼ緑がかった暗灰色，体側， 背ビレ，尾ビレ上に鮮明な黒色斑点が散在し，側線に沿っ

て不明瞭な暗色帯が走る以外第二次性徴は発現していない。年齢及び標識部位の状況は前者(写真1) が3年魚、

で，脂ビレが僅か残つて不完全再生なのに対し，両腹ビレは完全に欠除している(図 A-l ， 2) 。 また後者は4年

魚で，脂ビレが完全に欠除し，両腹ビレは殆んど正常に再生している。

また964 午9 月 22 日に採取された大形成熱雌魚 (写真2) は" 休色が暗緑褐色，頭部と各ヒレは黒色が強く，

体側にわずかもブナ。が現われ，肉が白色の典型的な河川産卵形を示している。尾ビレ後縁は載型に近い。体側，

背ビレ，尾ビi@に二ジヒスのよ 9 な比較的細かい黒色斑点が多く散在し，とくに体側， 尾ビレでは数が多い。 主

な外部形質の計測値は次の如くである。 体重l0晦，全長9l.8cm ， 尾叉長89.9cm ，体長82-6cm ，体高l9.8cm,

頭長2l.45cm; 側線鱗数33-l34; 鯛条骨数16-l7; 鰯潮数20-23; 卵巣は大きく発達し腹腔内が卵で充満し

ているため，消化器官は前方に圧縮されている。この卵巣重量はl． 71 蚊 (左側―880K ，右側―8308), 卵巣長，

左―59.5cm (M卵巣の高さ，8・ 45cm) ， 右―35.7 (6.0) ;宇卵数5， 949 粒 (左 3， 070 ， 右□2， 879) ;卵経範囲は

8・ 5-9 ． Omm で，きわめて大きく，卵色も美しい黄赤色を呈する。

さらに標識部位K- 相当する。ヒ 1v' は完全に切除されている。それらを詳細に観察すると，脂ビレ火除部 (図

B-2) は浅く窪んでおり，その縦断面 Cb') ではとくに皮慮が厚くなつていることが分る 。 なお表面的にみる

と腹ビレ 火除部は， 平梢で鱗のない半月形の前部と，大小不規則隆起の多い後部とからなり，両部縁辺が深く 凹

んでいる(図 B-l) 。 またa部榔断面 (a'〃の表皮はとくに肥厚し，部分的に凹凸部が多く，そのため鱗は深く

下ガに人り込み，不規則な配列をなしている。さらに前部の筋肉層を除去し内側からみると(B-3) ， ― 対の

姥肚竹 (Basalia) は左右小相称で，全休的に退化傾向を示している。とくに右側鰭肚骨の衷状突起が小さく，左

側の竹が湾曲し，その翼状突起は殆んど退跡的に存在する。左右の鱈此骨は靭帯様に変化した結締織が，複雑に

からみあって四囲の諸組織と互いに四く結合している。このようになつた成因は， 恐らく稚魚期に鰭条を切断さ

れたため，。 ヒ l@ヘ をささえる後方叩 の軟骨が機能を人つて分離し，それに伴って各部に退化現象を起したので

はないかと考える。

以上の事柄から先述の C1963 ・ 8 ・ 28; 1964 ・ 9 ・ l7) 小形魚は， l96l 年に放流したもので，アメリヵでJackC ジ

ャッ ク ) と呼ばれる甲熟の 雄魚に相当するものと考えら十L，人形魚 @1964 ． 9 ． l7') は鱗の年齢査定から5年魚な

ので，恐らく1960 年 l月n 4 口から2 月乃 2 日までの間に，十勝川支流メム 川に放流したマスノスケに間違いないで
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マスノ スケ梗識部位の形態

A l963 年8 月H28 日採取 l． 腹ビレ (完全) 2． 脂ビレ (不完全)

B l964 年9 月 22 日採取 l． 腹ビレ a 横断線 a' a 部横断面模式図

2． 脂ビレ b 縦断線 b' h部縦断面模式図

イ 表皮 口 真皮

3． 腹ビレ 標識部内面図

日高沿岸で採取された幼魚、

l964 年秋に日高沿岸定置でマスノ スケ幼魚?.w尾が採取された。このうち標本としたl8尾の全長範囲は 22 ． 7―

30 ． Rcm で，脂ビレと腹ピレがほとんど完全に切断されていたが，数個体の腹ビレは再生していた。

"ヒレ " の 再生した魚を標識魚かどうかみぎわめるためには， 鰭条数及び長さ，各鰭条が部分的に湾曲するか，

癒着する度合いの比較により識別される。l963 年魚の例でいうならば，右の条数は普通l0本なのに対し左側が

0-9 本の如く 差があり，加えて左右の"ヒレ " の長さを比べれば簡単に区別することがでぎる。休色は背面に

沿つて暗藍色，頭部恨縁より 体側にかげ―様に銀山色，尾ビレでは米部から先端近くまで銀臼色放射帯が拡がつ

ている，背ビレ，尾ビレは暗色で，その先端部は黒色を呈する。頭部，体側E はっスノ スケ特有の斑点が散在す

るが，大部分の個体の背ビレと尾ビレK@ぼ 斑点がなかつた。尾ビレ後縁は叉状型，上下顎骨歯は極めて小さい降

悔型である。

次にサケ類の鱗による年齢査定には．魚休の―定区域 r蝋のもっともT く発生する部分) から採鱗すべきこと

を記述しているL小林，l96l) 。 しかし降悔した幼魚の鱗は非常に脱落しやすく， 採鱗部に蝋のない標本十含まれ

ていたので，その場合には鱗の残つている個所から採鱗した。 同 ―個体からl5 個の 鱗をプレ" レーシヨンして，

その中から典型的な4個の鱗を抽出し生長線 CCirculi)) 全数を計測した。その計測値は第l表に示す通りであ

る。

表に示される通り，魚体が比較的小形でも生長線の多い個体，大きくとも数の少ないもの等変異があるが， 同

―個体内生長線範囲は典型的鱗では変異の幅が小さい。標本個体のすべての鱗には，生長線間の幅の狭い中心部

分と， 広い幅をもつ部分とが区別される，前者は―般に河川帯と言われ淡水生活中に形成される七ので，後者は

降悔後悔洋で形成される部分である。 標本中に，生長線が形成する鱗相から，河川帯につづいて幅の広い生長線
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が均等に存在するものCl) と ，河川滞につづい第]表 マス ノ スケ幼魚標本生長線範囲

採取地 採取月日 休長 生長線数(河川帯鱗数) て瓜い幅の数条が形成されて， 偽年輸様のもの 
が時に明瞭に形成された後，同様均等な生長線29-3@ (l3-T4)24. 010. I5様@u

が存在するものW2) の， 2 型が識別されるよう30-35 Ll3 二  

である。 この 偽年輸様の幅は，個体により株々3l ― 34 (l0-ll)20. 3 
な変異があるばかりか，不明瞭なものや明瞭な27― 31 (l0)21.8 

ものがみられる。これら幅の変異は降海途中の
28-3l (?イ)22   10.24

29-3l (8-l0)
生活史を刻むもので，あるいは河口附近におけ

 23. 0 

30-33 L9)23.8 
る 滞留期間の長短により，形成されるのではな

28-32 (9-l0)20. 710.25
いかと思われるが．この点今後多くの検討が必

27― 30 (l5-16)22.85 
要であろう。 23. 010.28

これら種々の事実を総合して， この マスノス 20. 610.22

ケ 幼魚は，l964 年春5月に放流した稚魚が生長 22-8 
泉舞幌笛

 したものに相異なく，放流後約 ヵ月で生32-@38 (9-11 二2l. 5 
長線が27-38 本が形成されている。このことか30- 32 L7-8 り26.   
ら秋仔は，その年に降海するであろうことがほ

刃-33 (9-l0)24. 3 
3P3 う (l2- l5)22.85 

ぼ明・ かになつた。さらにこの種はサケやカラフ
32-38 (l1-l2)24. 3  

トマスと異なり，地域によつて長く沿岸近くに
33- 334 (9-l10)25 ・ 5 

滞留することが知られているので，潮流の影響

も あ ろうが，放流河川より西方に洞肪していたことは非常に興味ある事象で，順次北海道近海におけるマスノス

ケの生態が， 明かにされるものと考える。

終りに，今までほとんど@口il に湖上しなかつたてスノノ、 ケ が，数年前から湖上採取されるよ@5になり，なお標

識放流の結果から，成熟した成魚、として母川に回帰するごとが確かめられたことは，十勝川におげる生産樹立の

迫沿可能性を物語つている。今後この河川に洲上する成魚から再生産するよう充分考憾すると共に，将来北概

岸，河川にこの種負腺を―居増加確立するため，移植放流を統ける必要があるものと思考される。
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十勝川 及び日高沿岸で再浦されたてスノ スケ成魚と 幼魚、

十勝川千代田で再捕されたマスノスケ成魚

の l963 年8H28 日採取 全長52.4cm ， 雄魚

0 1964 年9H22 日採取 ヶ 91.8cm ， 雌魚

矢印は標識部位を示す
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