
錦多峰川でとられた 無斑ニジマス

疋 田 豊 彦

銘多峰川は道夫地域。太平洋岸の現在否東開発の中心になっている苫小牧市から国道36号線を室蘭寄

りに約9 Km の錦岡市街付近において太平洋に注いでいる。2 ， 3 の細い支流をもつ， 大爪13 ． 5Km の

小さい川である。 川口より400-500m 位の間は，川の蛇行部を直線化，護岸など河川改修がおこなわれ，

従前より本流の流程が短縮されているが，それより上流は殆んど自然河川の様相のま、である。 川口か

ら上流5 ． IKm に苫小牧市の王子製紙に取水するための貯水用ダムがあ り， また極 く最近川口より3 ． 35

Km にも市の上水用グムが建設された。

この刀 lに 棲息する魚類について， これまで大坪地 (1972@ および井上他 (1977@ の調査によって，ス

ナヤツメ (La@mpetW 斤ぬれer リ ，サケのnco 所ivnckus んy・ tめ，サクラマス二 ヤマへの neo 所yn 肋usm ほs0め，

ニジマス □alnw eaFrdnen り 。 アメマス二イワナ旧n.bifhnwuS 仁@coM 例勺， ギンブナL山川SS$Mss aur コ加 5

.a.nがdiorれリ ， ウグイ (Tn/十 bolodo0n 肋knncns 幻，フクドジョウ 田w.rhn.tuZn 加ゆ，イトョ (GG必たりistp.uss

acu/e 血幻 ， イ バラト ミヨ (PuMneitius puneitiusリ，ハナカジカ(Ccottus two1luめ， ウキゴリ (Chaen 昭obius

annMlar 勺 の12種が確認されている。季節的に産卵のため川に糊ってくるサケ，サクラマス， ウグイ，

イトヨのような魚類は，王子貯水ダムより上流には湖ることができないのに対し ダムより上流に棲烏、

している魚は，融雪，降雨による増水時には下流にくだるが，ふつう平水時にはくだることができな

い 。 中流，上流域には二ジマス，ヤマべ， イワナが分布しているが， とくに貯木地より直ぐ上流域―帯

は二ジマスの好い釣場になっている。

1976 年H 刀H 7 日この地域において， ニジマスに混って， これまで見馴れないマス頬が釣られた。その

後釣られた俺 を含め8 尾 (鮮魚 ?尾。 フォルマリン標本 I尾) を調べることができたので，その概略と

棲息の経緯について紹介する。

調査魚は全長96 ． 5-133.5mm ，尾久艮90-12,4 ，体長81 ・ 5-¥¥2 ，体重nI ． 8-31 ． 9・g， の大きさの雌雄

魚であった。外部特長―頭の先端物部は鈍形で九味を帯びる。休色は個体によって多少変異があるが，

頭部から尾の付け根までの背面は緑がかった淡褐色から 暗褐色・ 体側は銀白色光沢で。 腹部は淡い

オレンジ色を呈す，背びれを除いて， 体側のパー・マークも， 体とひれの黒色斑点も全くないい図 )。

ただ側線に沿って総排泄孔 (肛門部) 後方まで，細い桃色帯が走る。 頭の頬と偲蓋部も多少桃色がかっ

ている個体もある。 胸びれと腹びれは濃い黄横色。 背びれ， 尾びれ，皆びれは淡黄色。背びれ軌条間膜

の上% には細かい黒色々素胞が，基部にはやや大きい黒色斑 とが散在する， また背びれ，腹びれ，皆び

れ前部先端は乳臼色に縁どられている。 背びれ条数而， n-14; 胴びれ13-15: 皆びれh ― 山 ， 11 ―は

;腹びれ9-1O; 側線鱗数122-126; 鰍杷数15-20 で，比較的太く短ぃ。 内部特長―幽門垂数45-69; 脊

椎骨数63-64 0尾部棒状骨を含め)。 口腔内は黒色色素がなく 白色，上顎と下顎の歯は小さいが鋭ぃ。

口腔土壁中火に位置する鋤骨歯は鋤骨の先端 と 柄部の両方に存在，先端部の数歯は横に・柄部では中央

に沿って不規則にほほ2列に並んでおり，全休的にT 字型の配列になっている(2 図)。

2個体の胃 内容物をみてみると， カワゲラ， 有鞘の トビケラ，カゲロウなどの水生昆虫，クモと落下

昆虫の破片，小形のガンマルス および淡水巻貝 (モノアラガイ，ヒラマキガイの類) など雑多な組成か

TOyohiko HlKITA-The spotless rainbow trout (Salmo gmrdneri) collected @n the Nishittappu River, sou

thwestern coast Of HOkkaid0, Japan.  
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Fig. 1. A male specimen Of Salmo gairdneri, from the Nishittappu River,
121 mm in total length  

Above : External appearance entirely lacking parr marks and
black spots On the body.

Below : Radiograph Of the same specimen aS above, observing
vertebral column and several shells Of the freshwater
snail in the alimentary cana1.

錦多峰ハl産二ジマスの雑魚，全長121mm
上，体にパー・マークと黒色斑点のない魚の外観 

下，脊椎骨および消化管の中に捕食された巻貝の殻がみえるソフ

テックス写真
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Fig. 2. Schema showing the dentation On anterior and shaft portions 0f the

vnmer.

Above : Lateral view 'Below: ventral view.

鋤骨の先端 と 柄部の側面 (_h) と腹面 (T) からみた鋤骨歯の配列 
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らなっていた。

以上のような諸形質の計測値および鋤骨歯のR巳タ Lから判断して，明らかに二ジマス属の魚であること

が解る。

これまでサケ科魚類の休色の突然変異として，黄色現象(Xanthochronlsm) の二ジマスを基に，代々人

エ交配をおこない，数多く生産されるようになり，研究あるいは観賞用として， ―般にも養殖されるよ

うになったのをはじめ，時折，僻化場の養合池のサケ椎魚に，また野生のヤマべ，イワナにも極 く稀に

このような黄色魚が見出されることがある。

最近多くの正常なイ ワナの斑紋と異なる，カメクラ・ナガレモン。ムハンと呼ばれる特殊な斑紋をも

っイワナが，琵琶湖に流入する川，山形県のI ， 2 の沢など地域的に採取されることが 報告されている

(武田，1975 。 武田他， 1978) 。 このたび採られた魚は，上述のムハンイワナ (無斑岩魚) に非常に類似

しているため， 恐らく二ジマスの無斑のものでないかと推察された。

このような小さい川に割仝沢山拉斑のものが棲思していることにっいて，突然変異に起因するか，あ

るいは移殖によるものか調べていたところ， たまたま去る1965年に愛知県立養鱒場で飼育していた二ジ

マスの中に，偶然斑紋のない二ジマスの雄 I尾を発見，この魚を親魚まで育て， 先ず正常ニジマス卵と

交配を実施，その後数代選別と交配を操返した結果。多くの無斑ニジマスを育成するようになって， 種

卯，稚魚を分壌するまでになったと報じられた。さらに実験的に河川放流をしたところ， 釣師から養鱒

場のある地名に因んで "風来マス" と親しみ呼ばれるようになったと云う。

北海道へは 8 年後の1973年 2 月に北海道大学水産学部が風来マスの発根卯3 ， O0O粒を愛知県から移入し

て。七飯養魚実習施設において飼育したのにi・@まる。L 飯で椎焦．まで育てて， ―部を虻田ffTM爺湖に所在する

北大水産学部附属臨湖実験所に移し飼育を続けた (山崎氏私信)。 1973-1974 年に実験所から伊達市の四

胆振農業センターおよび登別町隣接の民間養鱒場に―部を分与し養殖されるようになった (黒萩，伊藤

氏私信)。 ―方胆振東部苫小牧イ寸近の養鱒場では直接愛知県から買 入して，親魚、まで養成，ニジマスとあ

るいは風来マス雌雄による交配をおこない， また養鱒業者間で相互に種卵，稚魚の交換をおこなうなど

して，盛んに養殖されるようになったのが現況である (柴田氏談)。

これまで道南方面をはじめ， 胆振周辺の諸河川に遊魚を対象に二ジマスが放流されている可能性があ

り ， その折同時に無斑の二ジマスも混っていることが考えられる。

このようなわけで，北海道に初めて入ってから3 年目錦多峰川で見出された無斑ニジマスも，もとは

愛知県の風来マスの子孫であることが判明したわけである。 現在．胆振地域を中心とする養鱒場で養殖

されているようだが，今後北海道内各地の養鱒場でも飼育が普及すると、もに，各地の多くの河川にお

いても，このような魚が見出される可能性が充分あるものと考える。

終 りに， 鳳釆マスに関する文献および移殖にっいて種々御教示，御助言を頂いた北悔道大学水産学部

の山崎文雄博士，同 附属臨湖実験所黒萩 尚 助教授，西胆振農業センター伊藤光彦氏，樽前養縛場柴田

五郎氏，北海道止水産悩化場莱倉輝彦博士，苫小牧市青少ヰセンター大坪誠司氏，標本の測定を快諾 く

ださった北大農学音D応用動物学教室井上 聡博士，調査村科を提供された鍛冶英介氏椎びに写真を撮って

頂いた道上水産附化場合田和史氏各位の御厚意に対し心より感謝の意を表する。
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