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水槽中で成魚、になった マスノ スケについて

ごく最近まで
北海道沿岸に来源するマスノスケの数はそれ程多いものでなく
，河川に湖上することは
稀であっ
た。 ところが数年前から
十勝川沿岸漁業者から
， この種が今までになく
目立って沿岸定置に
踵々乗網するように
なったことを聞いている。また十勝川でも1963 年 8 月から10 月まで3 尾，

1964 年 7 月から 10 月にかげて? 尾

が採浦されている(北海道さげ，ますふ
化場，資料，
1964 ， 1965) 。 これら採取
魚はいつれも形態的に
産卵近い魚
で，なかに各年級からなる標識魚が
含まれていたことから
，過去数年間標識放流してきた
稚魚が生長して
母WE
かえってきたことに
間違いなく，将来この
種生産樹立の可能性を明らかに
物語っているだろ5 。
サケ科魚類の生態学的特性として
， 各属，各種により" 降海性" に強弱があることを ROunSfeH

(l958) が過

去の研究資料をもとに
総合考察をしており
， このことについて
多くの魚類研究者，水産研究者，技術者も
十分に
周知している。それ故これら魚類を飼育する
場合，おのつから
難かしさが異るから
， 魚種により最も適した方法
を考慮する必要があ
ろう。
魚類の飼育にっいて
多くの研究があるが，冷水性のサケ
属ではサケ 0%CO 杣川。 A
ぴ6 々 ef& で粟倉 ・田村

(1961)

が稚魚の海水抵抗飼育試験を
， 小林外 (l963) は水槽内で3 年間飼育，成熟させるまでなること
報告している。
また West

(1985) はギソサケOnc

。杣
4yn 。 ぬ心

k@sut 切を淡水中で成熟させ，その子孫3 代目までの作成に
成功，

純粋な淡水系統を
確立している。
今迄我国ではて
スノ スケを飼育した
経験がなかった。
丁度この種発限卵を移植したのを
機に長期飼育を 行な
い，成熟段階に
達した個体を得ることができたので
，その形態について
簡単に紹介してみる。

再生している。
水族館で飼育，
成熟した6 年生雌魚。 脂だれ，将びれは標識不完全のため
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はじめにこの個体の姥死までの経緯を
概略する。

l959: l0 月 l3 日，米国より
発限卵で移植，千歳支場に
収容
l0 月下旬にふ化

1959‑l962:

5 月まで千歳支場飼育池で
淡水飼育

l962: 5 月 9 日，平均体
長 l4 ． 9 。 m の幼魚 l0 尾を小樽水族館に
移送
l962‑l965:

7 月まで 353X145X1l5cm

， 容艮 6． l4 トン，注水局iHm 毎分の 観箆用冷却水槽で海水飼育

1965: 7/ョ 29 日， 弊死，冷凍標本で当場に運び，フォルマリリ
固定する
この 魚は全長 5R3cm
田， l2; 胸びれ l4‑l5;

， 尾又長 55.5cm ，体長 (被鱗体艮) 5l.9cm
幣びれ ii, l3; 側線鱗数 l2A‑l29;

の 雌魚で， 主な形質の計測他は
背びれ条数

鯛条竹 l4‑l5;

偲把放 23; 幽幻垂 l75; 体艮は

頭長の 4． 02 倍，体高の3． 87 ， 頭艮ほ吻長の3． 34 ，主上顎骨艮の 3． 28,@

体形はずんぐりした
感じで，尾びれ
後縁は叉状， 各びれは体の大きさに
較べて小さい。休色は頭部，胸部背面，
背びれ， 尾びれともに惜灰白色，
腹血は臼色， 体側は鈍い銀白色光沢を
呈する。マスノ スケ特有の黒色斑点が
頭部，
体側， 背びれ， 尾びれに散在するが
，特に体側，尾びれでは
数が多くハヅキりしている(写貞参照)，
外観的に形が不恰好なのは頭部先端が押しつぶされたように
物部が短かいためであ
る。 主上顎骨は太く
， 後端
が下方に湾曲する。
後眼部では主鯛蓋骨後縁上部が後方に幾分のび，その
部分の鯛蓋井が広く肥厚し ， 体側前部
に被いかぶさっている。
鯛蓋骨は短小形で
幾らか厚い，n 腔内上部の口蓋
膜は非常に幅広く
，肥厚している。
こ
れら各部形質の
変形する原因については
末だ標本と資料が
少ないので速断は
出来ないけれども
，恐らく魚が狭い
槽内を湖泳する場合，衝矢などの衝撃に
対し，やわらかい
頭部を保護するために
， ―種の補償作用として
二次的
に異常充達したものでないかと
考える。第―鯉口h の 鰹純全数は多くの正常魚、 と変りないが
，その形は比較的太
く

る

短く ， 特に上枝末端部の数本は沈状K@ 変形し ，痕跡的であ
C第 l 図)。 次に体側叩の 鱗は大小様々な大きさのものがい

りまじっているため
，部分的に不規則な
配列になっている。
である。
飼育年数と
鱗の年齢とが
―致するかどうかを
調べるため体

凡て再生鱗ぱかりで十分な
査定は出来なかった。
吋 4，鱗には
恐らく淡水飼育の
時に脱落，再生したと
思われる核心部の
小
さなもの，
又悔水飼育の間に再生したような
核の大きい輪線
数の少ないものまで
， 色々の形成過程の
鱗がみられる。
石し

この 照、 の鱗がl960 年になってから
形成されはじめたとする
ならば，休止帯(冬期滞) が 5 木なげればならないはつだが
，

第 ] 図 右側の第l鯛弓 : 矢印は上，下枝の
鯛
親を示す。上枝末端部鯛親は痕跡的庇
状をなす。

所が不適当なためか
，加えて惟 幼魚の生長期に
飼育池を数回移し 環境条件が変ったためか
，休止帯形成が
余
り明らかでなく
，年齢査定を―
居難かしくしたのでないかと
考える (第 2 図 )，
卵巣について―言すれば
，卵巣重且は 275g ，左側の卵巣の長さは 22 ． 95 。 m ，右側は 25 ． 0Cm ，
粒 (主 I， 059 粒， 右 l， 078 粒)， 卵経範囲 6． 5mm‑7

． 5mm

ギ卵数 2， l37

(平均 7． l刃 ，卵色は飴色がかったオレンジ
色を呈して

いた。

卵巣の発達程度，
卵経，卵色及び飼育した
年数，鱗の脱落しにくいことなどを
総合して，恐らく
成熟間近かい
個体で，生
‑きていれば今年十に
産卵する魚であったと考える。
要するに完全な
人為環境下で6 年日に成熟したと
いうことになる。
マスノスケの淡水及び
侮水飼育を担当下され
，終始御世話になった
元千歳支場勤務
おわりに長期間にわたり

(現本場卒業第―課) の小山田博氏及び木村 真氏をはじめ道立ふ化場千歳支場淡水係職員各位，小樽市立水族
館の川合豊太郎館長，近藤
賢蔵，木間 幕の各氏並びにこの
魚について種々経過報告を頂いた
道立ふ化場調査課
る。
粟倉輝彦氏に対して
心から御礼申上げる次第であ
144

水槽中で成魚になったて
スノ スケについて

内

第 2 図 飼育魚の2 個の鱗相 (後頭部後方より
採M)
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疋田豊彦 1965 ．十勝川 及ぴ日高沿岸で
再浦されたてスノ スケ成魚と 幼魚，北海道さけ・ます ふ化

文献――粟倉輝彦・田村 正

・

場，所報 (19), 43‑48.

北海道さけ・ますゑ化場 l964,1965. 38年度， 39年度マス スケ標識再捕報告．資料，1‑20,
ノ

1‑37.
小林哲夫・粟倉輝彦・本間馨 ・田村正 1963 ．サケの飼育に
関する研究．
水手所報，(l8), 11‑26.
ROunsfel1, G ． A. 1958. Anadromy
in NOrth American
salmomidae. Fish.. Bul1. 58, 171‑185.
West, D ． A. 1965. Fr 吐 hwa ね r ftilver 田 Imon, 0ncorhynchus
kisutch(Walbaum)). Calif. Fishand

G 皿ne.,

51 (3), 210‑212.

疋

145

田

豊

彦

