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A pink salmon, Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum), was caught at the lower Ohkawa River

in Miyagi Prefecture, Japan, 0n August 26, 1983. The specimen was a mature male measuring 457

mm in fork length. The scale counts on the lateral line was 193. Characteristics 0f the specimen

resembled those reported by Hikita (1962), but number 0f circuli On the scale in first year was

fewer than that 0f the pink salmon in HOkkaid0. The Ohkawa River is located about 120 km south

Of the Akka River which was previously reported as the southernmost of pink salmon by HOshiai

and Sato (1973).

カラフトマス (mr ・。所川肋硲 eorb硲。肋 (Walbaum) の地理的産卵分布はアンア側が北朝鮮北ナンダイ川

以北の大陸沿岸を経て，北極悔に注ぐレナ川 ， 北アメリカ側では中部カリフォルニアのラシアン川やオレゴリ州

の諸河川に及ぶ(Takagi etal, 1982) 。 我国では太平洋側で岩手県，口 本海側は石川県が分布の南限とされてき

た (疋円・寺尾， 1967; 星合・佐藤，1973)0 1983 年8@ 了 26 日，宮城県気仙沼市(38 。75'N, 141 。 33'E) の大川

河口3 ． 8km 上流において，成熟した雄のカラフトマスが釣帥 菅原八郎氏の鮎ガラヵケによって採捕され，同氏に

より宮城県気仙沼水産試験場に搬入された。標本は本邦太平洋岸におけるカラフトマス分布の南限と推定される

ので報告する(F 巾 ・ I) 。

生体時におげる標本の外部形態は体側背血が緑色を含む暗藍色，側線下部体側が黄色，腹部が臼 色を呈してお

り ， 体側背面と尾鰭に黒色斑紋を有し， 特に尾鰭には数多くの大型斑紋が観察された。二次性徴として．カラフ

トマス特有の後頭部俊力の背隆起が認められ，前上顎骨と歯骨前方の歯も強大であった (Flg ・ 2) 。 標本の内臓諸

器官は搬入時すでに除去されていたが， 採捕時に精子を放出した(菅原氏談) ことから，標本は成熟した雄のヵ

ラフトマスと半@断される。

北悔道さけ・ますふ化場研究茉績 第刃2 号．

*宮城県気仙沼水産試験場Kesen-numa Miyagi Prefectural Fisherles Experimental station 

**北海道さけ・ますふ化場 HOkkaido Salmon Hatchery, Fisheries Agency  

7
9



北海道さけ・ますふ化場研究報告 第38号

標本の大ぎさは亡 手県女家川のものよりは

大型であるが，北海道産に比較すると小型で

あ る。 諸形質の測定結果は既応の報古 (Hi  

k。 ta, 1962) の範囲内K@ あ ったが，女家川に

比べて背鰭条数がI条少なく，鰯弓のド枝鯛

杷数がI枝多かった他，側線鱗数もかなり多

かった (Tablc I )0

標本の鱗は縁辺部の吸収が著しかったか 

                       @384
冬期帯がI帯形成きれていた二とから，2年

魚と判断された。鱗の隆起線放は第 l年目が

20本，第2年日が8 本を数えた (Fig ． 2) 。

第I年日の隆起線数は北海道産に比べて明ら

かに少ない(Table 1) 。 鱗相の相違は回遊経

路や成育環境に起因するが，―般的に，サケ

属の第I年目の隆起線数は南方系に多く，北

方糸に少ない(佐野・小林，1953; 田中他，

1968) 。 今回得られた標本はカラフトマス分

市域の南辺部に位置するにも関らず少ない降

起線数を示したが・魚体の人きさから判断し

て ，本標本は成長の悪い2年魚であり，その

成長結果が鱗の隆起線数に反映したものと推

  ―定される。
1/ ・ 1,200,000

気仙沼大川は，従来よりカラフトマスのそ

ト南限とされてきた安家川 (星合・佐藤，]9

Fig. 1 Map showing the Ohkawa River and

adjacent regions.
73) より直線距離にして約120kma南方に位置

し，カラフトマスそ 上に関する情報は本標本

以外に数例得られている。従って，今後さらに周辺沿岸河川におけるカラフトマスそ 上に関する詳細な調査が望

まれるが，気仙沼大川は本邦太平洋岸におけるカラフトマスそ上河川の新たな南限であると考えられる。
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Table 1 Information OD the pink salmon caught in Ohkawa River compared with those Of HOkkaido

pink salmon from the Akka River and HOkkaido

Station Ohkawa R. Akka R. Hakkaido Yurappu R. Shibetsu R. Yubetsu R   
Length (mm)

 

total

fork

standard

    393464

  3木  506**  -457

   354418  

     head  

   3742snout

    1213eye diameter

      inter orbital widths

   65upper law

 8291body depth  

   63caudal peduncle

  25 caudal peduncle depth

  

  

  

  

      predorsal

   --43dorsal

   ―-598'BOdy weight (g)

Number

  -
上 3 Iz-1812dorsal fin rays

― 16 16-1g16anal fin rays  

   
上 1   -1211ventrall fin rays

   I5 13-1715pectoral fin rays

   12+17=Z9 12+16=28 26-36gill rakers

circuli On scale

22     22 .1*  26        1st year

      2 nd year

   I64 147 ― 204scales On lateral line 193 
Sano & KObayashiHikitaHOshiai

  &Remark

Satoh

(1973) 
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Fig. 2 A pink salmon (A) and its scale (B) from the Ohkawa River On Aug. 193- 
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