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■サクラマス とヤマベ 

0 差異論争の回顧 

ヤマベ ( ヤマメ ) は本道いたるところの 河川に棲息しており ，広 

く 採 捕されて，衆目にお 馴染の魚であ るだけに，ヤマべと 桜鱒との 

種類的異同如何，ヤマべは 桜鱒の幼者で 河川に棲息、 し ，あ る時期に 

は海に下るものもあ り， また，終生河川に 止まるものもあ るなどの 

生態や，生活史について ，古来甲論乙駁 幾 星霜を経過して 来た。 魚 

類の研究が進むに 体ない，以上の 問題も，昭和年代になって ，漸く 

大体の結末がついた 観があ る。 すなわち，ヤマべは 桜鱒とは同種で 

あ って大部分は 幼者であ るが，一部のものは 河川に残り，あ るいは 

湖水などに封じ 込められて，ここに 定着して蕃殖するものもあ る。 

また，ヤマべの 雄は河川生活一年 て 稀に二年 ) で海に下って 成育 

し ，産卵 期 に達して，河川に 回帰することが 判明した。 

  桜鱒は ， 春から初秋にかけて ，海から河に 上り，上流の 産卵適地   
          鱒 があ るがその産卵 床 には，前年恒産卵ふ 化した マ マべが，一年魚、 

組合兵 団 として，また 鱒の産卵 床に ，それよりも 群集して産卵を 以前に産まれた 食する。 ヤマべ もおり，ともに 桜 

  この   - 年ヤマ べ のなかには早熟の 雄も混じている。 この場合の ヤ 

マ べの卵を食している 程度は，かって 筆者が ェ トロフ島の留別 川で 

芳 調査したところによれば ，一尾の ヤマ べが最多で 30 粒，最少で 1 粒 

平均 21 粒を算えたことを 一例として添えておく。 

かくしてこの ヤマ べは，晩秋には 10 ㌣ぐらいの大きさに 成長する 

が，水温が低下すると ，次第に姿を 没して，冬季には 支流の湧水や 

男 深所に移動して 越年する。 翌春にいたれば ，再び河川に 現われる 

が ， この時になると 雌はその体色銀白色を 呈し，いわゆる 銀毛 ヤマ 

， と 称せられるものとなり ( 雄も少数のものは 同様 ) 大体 4 月より 
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6 月上旬ころの 間に海に下って 行く。 しかし 雄 ヤマべの大部分は 依然として河 

に残る。 銀毛 ヤマべとなる 理由は，海中生活に 適応するために ，保護色によっ 

て自衛するのであ るが，何故に 雌 ヤマべが主として 海に出るかについてほ ，未 

だ 十分納得のゆく 解明は示されてないが ，これは次代の 繁殖を有利ならしむる 

ためには，雌は 十分に成育を 遂げ，多数の 卵を抱えて回帰する 必要から来たこ 

とと思われる。 かくして海中生活 l 年あ るいは 2 年 ( これほきわめて 少ない ) 

で，沿岸から 河川へ回帰する 桜鱒の雌雄の 割合は雌 l00 に対し 雄 l0 乃至 30 ぐら 

いであ る。 この割合は河川に 残っている マ マべの雌雄の 割合では，反対で 雄が 

多い。 これが ヤマべ には雌がないとまで 誤り伝えられた 原因であ る。 

以上，きわめて 簡略にして述べたが ，本題目の趣旨からして ，かような帰結 

をみるまでに ，ヤマべと桜鱒との 関係について 論議された経緯は 後に要記す 

る。 いままでに マ マべは桜鱒とは 別種であ ると信じて強くこれを 主張した人々 

の論旨を回顧して 要約すれば観察不十分から 来た誤りか，想像を 逗 ぅ した荒唐 

無稽のものか ，あ るいは，また 白馬は馬にあ らず的の調弁であ ってその数例を 

摘記すればつぎのようなものがあ る。 

Ⅲ 海から河川に 回帰した桜鱒同志で 産卵したものからは ，海に下るものが 出 

るが桜鱒の雌と 河川型の雄ヤマ べ とから出たものは ，ヤマ べ として河に残る 

ので，両者は 生困を異にしており 別種であ る。 

㈲ ヤマ，には雌がないことが 桜鱒 と異る 。 

㈲ 桜鱒の産卵床を 掘る作業は，桜鱒 とヤマべ との共同で行なわ わ ・ る 。 こメ L は 

月夜に実見したものであ る。 

㈲ 桜鱒の幼魚には 鱗があ るが，河川常住の ヤマド には鱗がないことで 両者は 

異種であ る。 

㈲ 桜鱒の大きさは l 月 5, 6 才ぐらいで親になるが ，ヤマべは 3, 4 寸で成熟す 

ることが同一種類と 思われない。 

論争の経過 

Ⅲ 大正 l0 年・ごろ小樽新聞紙片 に 「ヤマべは鱒の 子てない ヤマべ は ヤマべ であ 
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Ⅰ 一、 

  
る 」と」 ヒ 大農科の内山講師が ，その的経験にもとづき ，また， とくに成熟卵を 

抱く マ マべを 釣獲 したことから ，以上の説を 発表した。 しかし，北海道庁とし 

ては，ヤマべは 鱒の幼者が大部分であ るとの観点から ，人工ふ化事業を 行な 

い， また漁業取締規則を 制定して，増殖事業を 行なっているので ，右の記事に 

対して反駁する 必要を認めたので 筆者の立場から「ヤマべは 鱒の子であ る」の 

記事を同新聞に 寄稿した。 

そこで， この問題に関して 学者，技術者，釣人などの 関係者から種々の 意見 

や質問が出され ，しばらくの 間は甲論乙駁して 紙面をにぎわしたがもちろん 結 

末はつかなかった。 しかし，これによって マ マべの研究機運が 推進されたこと 

は， よろこぶべきことであ った。 

l2) 昭和 2 年度に北海道第二期拓殖計画が 改訂実施されるや ，そのなかに 鮭鱒 

ふ化事業の拡充強化が 取り上げられ ，鱒のふ化放流に 一段と力を注がれること 

になったので ，その効果を 確保するために ，ヤマべの保護のために ， 鱒 人工 ふ 

化場 のあ る河川において ，体長 4 千未満の ヤマベ一銀毛 ヤマべの海に 下る直前 

の体長一の 採 捕を禁止する 規則を定めた。 もちろん，その 影響を受けるのは 釣 
人であ るので，大きい シ，ック を与えたわけで ， 「ヤマべは鱒であ るか否か」 

の根本論から ，先年の論争が 再燃し，昭和 3 年ころの小樽新聞の 投書欄「万華 

鏡」をにぎわしたのみか ，ヤマ ベ 禁制の元凶は 筆者であ ると 居 、 っ たものか，さ 

かんに私信で 抗議批判する 釣人も多かった。 

これらの抗議の 論旨は，概ねすでに 行なわれたものの 蒸し返しであ ったが， 

このころには ヤマ べに関する研究も 大いにすすんだので ，公平な立場にあ る人 

の意見や，とくに 鮭鱒漁業者諸君が 賛成されたため ，ヤマ ベ 保護の必要性が 認 

識され，最近では ，国立ふ化場が 桜鱒の保護のため ，河川を指定して 禁漁す 

る。 あ るいは北海道漁業調整規則を 改正して，ヤマべを 年間 4, 5 月面 月 の間 

合道的に採捕を 禁止することにまで 進歩したことは ，必要性からその 実行性の 

確立に双進したものであ って，慶祝に 堪えない。 こんごは釣人諸君がこの 保護 

に対する積極的な 協力をお願いするものであ る。 




