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ノノレウエー産の樺太鱒について

疋 田 r+tJ. 
'>7'. 彦 沢

樺太鱒をふくむサケ類は北太平洋起源のもの

であり，産業的にも重要な魚類である。そのた

めに，これら魚種の資源維持，増舶{に対する諸

手段が関係各国で盛んに研究されつつある。鮭

類魚種はほ川巨帰することが知られているの

で，各国ともそれぞれ新しい河川へ移殖が行な

われている。ロシヤでは太平洋から太西洋へ太

平洋鮭類を大々的に移殖した結果で、あろう，ノ

ノレウエー沿岸河川で捕獲されるようになった事

実を， ノノレウエーのマグヌス・ベノレク氏が報告

しているので大洋間の移殖成功の事例として，

何かの参考になると思い.その概略を紹介する

次第である。なお文中の河川名，地名は原語の

ままのせて誤訳をさけたことをことわってお

く。原名は iPinksalmon (Oncoraync/zusg，--

ゆlrscl:ain northern Norway in the year 

1960年の北部ノルウエーにおける樺太鱒Jであ

る。

北ノルウエー漁業者が鮭 (Salmon)と

呼んでいるものには， ふつう realSal. 

mon (Salnω salar 大西洋鮭)， Sea 

trout (Salmo trutta ブラウン鱒ある

いは太西洋鱒)， 及び Artic Seagoi時

Char (Salmo alpinus-イワナの一種〕

などがある。

われわれが知る限りでは今まで自t科(

Oncorhynch us)の魚類が北部ノルウエ

ー水域で捕獲されたことがなかった。

これら魚種がノルウエー沿岸で採られ

るようになったのは， この魚、が西方に分

布するようになったのではなく， ロシヤ

人が鮭 o.ketaと樺太鱒 O.gorbuscha 

の 2種を太平洋沿岸からムルマンスク(

Murumansk)及び白海 (WhiteSea) 

地方の諸河川に移殖したためというのが

自然である(第 l凶)。樺太鱒はこの点

で成功したように考えるc そのためにも

一つの大洋から他の外洋への魚種の移殖
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第 1図 北部ノルウェー各州及び西部ロシヤの樺太鱒移殖地方

Jt 

は非常に興味がある。ノルウエーの淡水

生物学者たちは1960年の漁期間， この魚

種の成行きを見まもっていた。そしてそ

の予想は完全にあたったわけで、ある。こ

の新しい魚種資源を調べることは容易で

はなかった。何故かといえば，われわれ

は漁期開始前に一休どれ位多くの魚が捕

~l ，それが何時，何処で発見されるかに

J安

る。それ故にこの報告は，この地方で外

の調査と一緒におこなった調査結果の摘

要にすぎないのである。ノルウエーの漁

業者は樺太鱒を採った時に代ロシヤ鮭-

Russian Salmon"と呼んでいた。しかし

この名前は1962年から捕れるだろう他の

魚種 ο.keia (鮭〕にもあてはまるから

適当ではないのこれら両種を "Russian 

ついて，全く何もいえなかったからであ Salmon" と呼ぶことは良いことではな



し、。

ロシヤ人がこれら魚種の風土馴化 (A-

cclimatization)に興味をもっているわけ

は，魚種が大きな漁業価値があるからで

ある。われわれはアメリカの漁業にとっ

て北太平洋の樺太鱒と鮭が大きな意義を

有していることを知っている。 1942年の

統計が示しているように， 1941年のアメ

リカ合衆国及びカナ夕、の鮭類の漁獲は41

2，572，000kgで，樺太鱒はその29%， 鮭

は18%の多きになっている。太平洋鮭類

はまた国際水域で、漁獲されており，そし

て索餌水域で日本漁業者によって北アメ

リカ産鮭類を多量に漁獲している(アレ

ン・シィー・ハート著:国際水域に於け

る太平洋鮭類)。

ロシヤ人はこれら 2種の風土馴化に関

する多くの資料を，特に1960年モスコー

における魚田開発委員会の会合で発表し

ている(エム・イー・ミイノロフ著:バ

レンツ海に於ける樺太鱒の風土馴化につ

いて〉。それによると太平洋鮭を太西洋

に最初に移殖したのは， 1933年に黒竜江

(Amur river)産鮭の発限卵をオネガ河

(Onega)及びコーラ河 (Kola)の僻化

場に輸送したので、ある。 1933年から1939

年までに10，000，000粒の鮭卵がL、ろいろ

の河川に9JYi化放jたされたが，その後の実

際の結果は出ていなし、。

1959年にこれらの計画が再び持ちあが

り，樺太鱒と鮭が一緒に移殖された。卵

は空輸冬、行なわれ，卵は発眼卵であっ

た。輸送は氷片でかこった木枠箱で，輸

送には 3 日 ~7 日かかり，箱内温度は十

1 ~5 ocに保持された。その同の減耗は

樺太鱒が1.8%，鮭は0_5%であった。ロ

シヤ人は1956~59年まで樺太鱒を48， 400 

，000尾，鮭を12，700，000尾を放流した。

1959年と 1960年の稚魚は放流まである期

間飼育した。
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ロシヤの資料によると， コーラ及びそ

の付近水域，またノルウエー沿岸水域で

樺太鱒が捕獲された実例は30，000尾以上

にのぼる。約13，OOO~ 14， 000尾が河川で

捕えられた。この報告は1960年 8月に発

表された。 8月12日まで40，000尾以上の

成熟樺太鱒が白海のコーラ半島及びテル

スク (Tersk)沿岸に接岸した。 ロシヤ

人はパレンツ海(Barentssea)及び白$j

は樺太鱒にとって好適な棲息地であるに

相違ないといっている。コーラ半島で採

った成熟魚、の体長(length) は30~52cm

位で， 体重 (weight)は11/2kg以上であ

った。太平洋岸ではこの鮭は1.2~ 1. 3kg 

以上になることはめったになL、。

1960年の夏と秋に樺太鱒は北部太西洋

で広範囲に捕獲された。また英国のスコ

ットランド (Scotland)及びアイスラン
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ド(Iceland)からも報告された。ノルウ

エーで、はベルゲン (Bergen)及びイエー

レン CJ記 ren) のような南部でも捕獲さ

れた。若しもわれわれが太西洋鮭の稚魚

をある河川に放流すると，この河川に海

から成熟した鮭が遡って来ることを知っ

ている。魚iー:はめったに誤って別の河川に

入ることはなL、。それで、われわれはこれ

を代帰巣本能-homeinstinct"と呼ん

でし、る。太西洋における樺太鱒について

は，東洋の事例のように，その河川に執

着しないように思う。事実ロシヤ人が19

60年に稚魚を 4河川に放流した時に66，1

10尾の樺太鱒が23河川に遡ったというこ

とであるー。

北部ノルウエーは，この鮭が放流され

たロシヤとの国境地方近くにあたる。 19

60年の鮭漁期巾，多くの樺太鱒が太西洋

鮭とともに漁獲された。特にフインマル

ク(Finnmark)地区で多く漁獲された。

樺太鱒は 6月の終りから多量に来i拾する

が7月中旬にはもっとも多く漁獲され

る。漁業者と魚、買付人たちはふつう 31氾

以下の樺太鱒と太西洋鮭を区別しないよ

うで，買付人は両極に同じ企額を支払っ

ている。それ故に樺太鱒の実際の重量に

関する資料を得るのは極めて困難であ

る。夜、のもっとも良い情報源は Tromsrt

の DragゅうT and Co. A/Sで， ここでは

樺太鱒と太西洋鮭とを識別していたため

である。私の必要な材料を提供してくれ

たので，魚の重量及び漁期などについて

の情報を手に入れることができたc

Varanger 地区では，樺太鱒の大部分

は他の鮭と一緒に bagnetで漁獲され

た。曳網では 1凹の揚網で90尾以上の樺

太鱒がとられた。樺太鱒はしばしば群を

なして来るように思う。それ故にとても

捕え易し、。鮭及び太西洋鱒用の普通のナ

イロン網で，ただ一人の漁業者で;20~30

尾以上捕る。他方 begnetでは 1日の漁

獲は 100尾以上に達する。 bagnetの網

口は大きいので多くの魚は網目を通して

逃げてしまうから極くわずかしか樺太鱒

がかからないといっている。

Varanger I挟江付近では太西洋鮭は 10月

11月及び12月に海で捕られる。これら各

月には漁菜者は海で、樺太鱒わとれなL、。

(以 F第 2図参照〕

Varanger地区には若干の良い鮭河川

がある。樺太鱒はこれらの総ての河川に

入るように思うし，あるいは河口に集ま

るようである。樺太鱒はまた幾つかの小

河川にも入る。 3尾の樺太鱒が Bergeb.

yelv川口の海の網で捕られた。 これら

の魚は産卵していたといっているが，こ

の報告は確かでないようである。 Pasvik

川は上流に沌があるので遡上できないた



第 2図 北部ノルウエーの主な機太鱒捕獲地点及び河川を示す

x 

1. Varan日erfjord， 2. Tana fjord， 3. Laksfjord， 4. Porsangerfjord， 

5. KvalOy， 6. Stjern神yIs.， 7. Soroya Is.， 8. Lyngnfjord" 9. Balsfjord， 

10. Malangenfjord， 11. Senja， 12. AndOya， 13. Oftenfjord， 14. Saltenfjord， 

15. S中rfjord，16. Ranafjord， 17. Bindel fjord， 18. Vesteralens， 19. Lofotens， 

A. Tana river， B. Pasvik river， C. Neiden river， D. Lakse lv river， 
E. Revesboth R.， F. Altaelv R.， G. Elvegardselv R.， 

イ.Hammerfest，ロ.Komagelv，ノ'.Troms<t，ニ.S<trford，ホ.Karasjok， 

め，その下流数kmだけ遡る。 ベルント 最初に捕られた樺太鱒は 7月19日で"， 7 

・アンデルセン氏から11尾の産卵魚を受 月29日から河口に普通に見られ，遡上も

取った。 1960年12月15日に峡江の海で 1 していた。漁期終了まで約 165尾がこの

尾の雌魚が網で捕られた。アンデ‘ルセン 川で捕られた。 35尾の平均体重はl.9kg 

氏は1960年10月27日に同じ場所でほとん であった。樺太鱒は河口から7kmまでの

ど産卵した雌魚、を捕ったと知らせてくれ 下流部で捕獲された。太西洋鮭はこの河

た。 Neilden川は重要な鮭河川である。 川で、は約23km遡上'-tる。雌の樺太樽は河

太丙洋鮭は Skoltefoss滝のある12km付 口に到着して短時間だけ捕られた。 しか

近まで遡上する。そして盛夏から魚iこは上 し雄魚は全期間にわたり捕られた。樺太

流部まで遡上するようであるO 沌の下流 鱒は昆虫の幼虫，ハエなどで捕られる。

で50~70尾の樺太鱒が捕られた。この大 これは遊魚として良いものである。 河口

きなストックは漁期の終った時に見られ には群をなして来るように思う。ここで

た。私は数尾の樺太鱒は Sksltefoso滝を 群をといて魚、は河川を遡上する。魚体は

遡上ずるものと思う。 Komagelv川は樺 脂質に富み，小形の太西洋鮭と同じよう

}太鱒のストックがあるように思う。また な状態であった。河に人るとやせて来

この川には太西洋鮭のストックも入る。 る。パウル・ハガラ・コマゲヴエル氏は

19 
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河口及び河川内で、捕った約30尾の胃内容

物を調べたところ，食道と目の前部は空

であった。海の数尾の胃中にわずかのイ

カナゴ (Ammobyfesfobianus) を捕食

していた。この河川河口で10月 ~ll月中

に多くの樺太鱒の死魚が発見された。死

魚の大部分は産卵していないことが分っ

たが， しかし調査した 2尾の雌魚は産卵

後のように思った。 6月には樺太鱒の漁

獲が Tana地区にはじまる。普通 6月25

Fl 頃から漁獲が多くなるが， しかし私は

多量の樺太鱒が Tanaよりも Varanger

において捕られるように思う。 特に

bagnetを持つ漁業者が Tanaにおいて

多くの樺太鱒を捕獲している。最大の魚、

は3.5kgあったが一般に小さく，普通の

重量は 2kgより小さかった。また Tana

峡江内側では樺太鱒は豊富で、ある。 Tana

地区の若干の河川でもこの魚、が漁獲され

る。Tana)11はノルウエー最大の鮭河川で

ある。このj刷11は北部ノルウエーにおけ

る鮭漁業の重要な中心である。この大き

な河川系では鮭が支流を合め1， OOOkmの

範囲に入るであろう。それ故に樺太鱒が

海から長距離遡上するか，それとも河口

近くにとどまるものかどうかを調べるこ

とに非常な興味をもっている。ロシヤの

アムールjnJでは，樺太鱒が叫に海から60

km遡上することが知られてL、る。 Tana

下流地域では 6月20UI真から樺太鱒が網

や釣で捕られた。また太西洋鮭の良い産

卵及び索餌地域がある隣接の Karasjok

地区まで長距離入り込むことが観察され

た。この地区ではわれわれの知る限りで

は17尾の樺太鱒が捕られた。支流の Ana-

rjokka)11で、は上流まで遡上し，海から30

km近くで捕られている。それ故にこの

大きな重要な水系において，樺太鱒は太

西洋鮭より遥かに上流まで遡上するだろ

う。この河川系の本部分地域からの充分

な情報を得るのはとても難かしL、。私は

産卵に関する資料は何も持っていなL、。

この地域には人がほとんどおらず，それ

らは広く散在して生活している。樺太鱒

はこの川では rodでとられる。 そして

最上流部に遡上するのみならず，支流に

も遡上することは明らかである。

若干の小河川が Lakse峡江に注入し

ている。魚は海からこれら河川に入る。

Lille Porsangerの樺太鱒は Kjasvatnet

湖に入る。 9月には数尾が浅い清測な河

川に見られた。樺太鱒は産卵床を作って

おり，産卵しているように思う。この地

域の外の河川では報告がなL、。 Porsang-

er峡江で多くの樺太鱒が入るとは思わ

れないしかし峡江の外側では多くの樺太

鱒がいる。Lakselv)11で 1尾が摘られた。

Hammerfestの東100kmの Snφfjordの



SOfjordelv 川では太西洋鮭と樺太鱒の

実験と調査を数年間行なった。 KvalOya

島及びSoroya島近海では漁業者が多く

の樺太鱒を捕っている。 2kg以上の 1尾

が KvalOya近海で捕られた。この魚は

脂質に富んでいる品質の良いものであっ

た。この魚は冬期に鱈とともに捕られ

たの樺太鱒は 6月の終りに漁獲が開始さ

れ，最長主期は 7月中. 8月より後にはこ

の地区では捕獲されなかった。 Revsbotn

峡江の Russelv川で 2尾が捕られた。

SOrφya烏の Breiviktotn峡江には小

さな水力発電所がある。この下流には若

干の樺太鱒が 9月末日に観察された。

Stjernoya島の Sφefjordelv)11でも樺太

鱒が観察された。 Altaelv)11は北部ノル

ウエーにおける第 2番目の鮭河川であ

る。この河川から 3尾捕獲の報告があ

る。漁獲は Lodだけで行なったので，

どの位の魚がこの河川に入るかを知るこ

とはとても困難である。多くの樺太鱒が

Bals峡江に入るように様う。 1~2 尾が

峡江深部の Nordkjos botn 付近の網で

夏の終りに捕られた。 MalangenI挟江で

は太西洋鮭漁業者がいくらか樺太鱒を手

に入れているが. しかしそれ程多くなか

ったの幾らかの魚が Senja地区の小河

川の河口にとどまっていたが，夜、はこれ

ら河川に遡上ずる魚に閲する資料を持つ
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ていなL、。 Vesteralen及び Lofotenで

は多くの樺太鱒は捕られなし、。 1尾が

AndOyaの bagnetで捕られ 1尾はA

Andφya )11の網で捕られた。私は Lofo・

tenで約8尾の捕獲報告を受けている。

8月13日約 2kgの 1尾が Elvegardselv

川でも採られている。ノールド・ランド

(Nordland)南方では時に樺太鱒が捕

られる。太西洋鮭とともに 2尾の樺太鱒

が7月26日に Tys峡江の Hellemofjord

の曳網で捕られた。両方とも雄で，体電

はおのおの2550gr.と1850gr，体長は 56

cm及ひ、51cmで、あった。樺太鱒がこの地

区の諸河川に入るかどうかは知られてい

なL、。 SØrford で 3~4 尾が海で捕られ

た。 9月初旬に成熟雄魚が Sゆrfoldの

Straumvatnet 湖の網によって捕られた

が，産卵はしていなかった。

Salten地域からも樺太鱒について 2，3

の報告がある。 沿岸の外側でまれiこ魚、が

捕られるが，内側では捕獲報告はない。

また Rana地域で10尾の報告がある。

Bindelの Aelva)11は北部ウルウエー

における鮭河川の南限にあたる。この河

川において 3尾が捕られている。

これらのことから樺太鱒のストックは

ロシヤにもっとも近い地区で最大であっ

たと考えられる。西南方に行くに従って

ストックの減ノレがL、ちじるLl、σ南部ト
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ロムソ一地方 (Tromsct)及びノールド

ランドの南方は魚、が時折しか捕獲されな

し、。これらの魚、は道を迷ったものと思

うσ1960年の北ノルウエー樺太鱒漁獲は

ふつう程度で、あったn すなわち Varang・

er 地区では10， 000~15， 000kg と推定き

れるの地方北部ノルウエー全漁獲は20~

25，0001唱と捕定されるσ

7月3R~30口までの期間 644尾の樺

太鱒の平均休前は 1.75kgであったの 7

月3Fl ~13 日支で捕った 181尾の平均体

煮は1.49k払 15 日 ~30R まで463尾では

1. 85kgで，彩、は漁期間中に体重が増加す

るように思う n ふつう漁獲は 6月25日頃

にはじまり， 7月下旬に最大の海上漁獲

となる。

測定は漁業生物学者ハグネスタット氏

によって行なわれたの彼はフインマルグ

の海上で捕獲した数尾の消化管内容物を

分析して， 4cmのイカナゴ科の幼魚と

5~6cm の Hyas are抑制幼生を見 11¥

した。 また幾らかの Euphausiacae 及

び Gammaridaeが喰われていた。内持

物は比較的多く胃は膨らんでいた。

ハグネスタアト氏は 4尾の雌魚の苧卵

数を計{~，IJ した。標木が少ないため統計的

処理がでぎないのでそれを次にあげるな

らば

体長 体Eff 予卵数

50 cm 1. 9 kg 1， 780 

50 1/ 2， O!!  2. 000 

51 1/ 1. 8 1/ 1. 500 

53 1/ 2， 1 1/ 1. 800 

1尾の平均卵数は1，770粒で，右側卵巣は

左側より平均10%卵が多かった。 1947~

1956年におけるカナダの英領コロンピア

の平均予卵数は1， 952粒であった(ハン

ター著:沿岸河川の樺太鱒と鮭の生存率

と生産力〕。

太西洋における太平洋産樺太鱒のロシ

ヤの風土馴化ば多くの興味ある問題を提

起しているO 実験の効果は現在詳細に調

べはじめたばかりである。一口にいえる

ことは樺太鱒がノルウエー北部の約40河

川を遡上することが分った。それにも拘

わらず，太西洋の河川に樺太鱒の資源が

確立されるかどうかということは今まで

のところでは，未だ確実で、あるとはいえ

ないのーしかしロシヤ人は楽観的観測を

している。これが成功するならば，パレ

ンツ海及び北部太西洋河川において相当

量に新しい漁業として寄与するはずであ

る。これはわが同の河川における樺太鱒 l

と太西洋鮭間の閃係について問題が生ず

るわけで、あるのこのことについての材料

を誰ももっていないのみならず，他の種

に影響するかどうかを未だ知るものは誰

もいないわ北部ノルウエーには太西洋鮭



が遡上ずる河川が約 200ある。そしてこ

の再生産は相当なものである。樺太鱒の

ストッグが太西洋鮭のストッグの減少を

生起するかも知れないということは不幸

なことである。

北部ノルウエーにおける淡水魚類の再

生産に非常に重要な要因は，大部分の河

川に健かの魚種しか棲息していないとい

うことである。すなわちそれらは鮭 (Sal-

mon)，鱒 (trout)及びイワナ類 (Char)

であるのこれは魚種聞の競争がほとんど

ないということを意味している。恐らく

この理由は小さい河川が太西洋負t'の大き

.加目'"釣山 人 夜話川8・・・1伽・・ 6
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な産額を維持しているのである。この要

因は樺太鱒の生産にも同じようにあては

まるであろう。

ロシヤ人の他の魚種についての資料が

北太西洋における馴化に重要になる:鮭

(Chum Salmon)の漁獲は 1962年に期

待されるからである。

将来の研究は樺太鱒に大きな注意がは

らわなければならなL、。そしてこれらに

含まれている諸問題をハッキリ理解して

おくということは，その地方漁業者にと

っても主主要なことである。(技官調査課)

雑 記 (3) 
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貴殿のアイナメ談義を読売紙でみまし

たが，魚の名前はなかなかおもしろい。北

海道でアイナメといっても何のことかわ

からない釣り人が多いが本州でアブラコ

といってもよくわからない人が多L、。北

海道ではアブラメあるいはアブラコで呼

ばれておりウガッタような人はアブラコ

とアブラメは違うんだという人もいる。

これは後記する通り一寸変ったものがL、

るからであるらしいが，同じことである

北海道でもシンジュ，ネウと呼んでいる

ところもありこの人たちの故郷が東北で

あると白状するようなものであるが，一

般にはアブラコ，アプラメで、呼ばれてい

る。青森県ではネウと呼ぶところとシン

ジュと呼ぶところがある。魚の名で思い

出したが広島県の人がヤマベのことを広

島県の言葉でヒラベ， ヒラメと呼んで北




