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ヒメマスの

徳 井利信 学名・英名・アイヌ名

1. はし が き

ヒメマスについて書いたものを見てい

ると，学名が統ーされていないのはやむ

をえないとしても，英名についてもあま

り知られていなL、。そのため現在，用い

られている学名，英名と本邦におけるヒ

メマスの最初の名称であるアイヌ語のカ

パチエッポについて，のべてみたL、。

カパチエッポについては，金田一京助

先生から再度にわたって御こん切な教え

にあづかった。ここに厚くお礼申し上げ

る。

2. 学名について

降海型のベニマスと，その陸封型であ

るヒメマスは，分類学上.変種，亜種，

種とする三通りの位置づけが，現在行な

われており，そのため学名にも三通りの

命名法がある。

a 変種として分類するもの。

ベニマス Oncorhynchus nerka var. 
nerka (Walbaum) 

ヒメマス Oncorhynchus nerka var. 
。donis(Jordan et McGr-
egor) 

松原 (1955)はと魚類の形態と検索ミ

に.この命名法を採用したので，本邦で

は岡田 (1955，1960)等これに従う研究

者が多い。

属名の Oncorhynchusについて， Onco

はギリシャ語の onkosに由来して鈎(か

ぎ)， rhynchusはギリシャ語の rhynch-

osに由来して吻という意味である。オ

ンコリンカス属は産卵期に吻端が鈎状を

なすので，かく名付けられたものであ

る。本邦でも南部の鼻曲りザケというこ

とである。

nerka (Hepka)はロシア語でベニマス

のこと。 Adonisはギリシャ神話の Ve-

nusによ'って，愛された美少年のことで

ある。ヒメマスがベニマスのわい小形

で，美しいことからかく名付けられたも

のであろう。

b.亜種として分類するもの。

ベニマス Oncorhynchus nerka ner-
ka (Walbaum) 

ヒメマス Oncorhynchus nerka ken-
nerlyi (Suckley) 

この亜種名は主に合衆国の文献に見ら

れ，内務省魚類野生動物庁(1957)の太

平洋サケ・マスの文献集にも次のように

のべている。 と陸封型はベニマスの分布

域いたるところに現われ，この陸封型に

たし、して一般に亜種名がつけられてい

る。その最も普通のものは Oncorhync-

hus nerka kennerlyi (Suckley)である。ミ

Slastenenko (1958)， Curtis and Fras巴r

(1948)， Kimsey (1955)， Lagler (1959)等

はこの亜種名に従っている。

c. ベニマスとヒメマスを同一種とし

て分類するもの。



ベニマス=ヒメマス Oncorhynchus 
nerka (Walbaum) 

これに従っているのに青柳 (1957)，

Schultz (1935)， Vernon (1957) 等があ

る。

上述のようにヒメマスについては変

種.亜種，種の三通りの分類が行なわれ

て統一されていなし、。しかし先に引用し

た魚類野生動物庁 (1957)の文献集にも

、Oncorhynchusnerka (Walbaum)は普

通 sockeyesalmon， red salmon， blue-

back salmon， redfishと呼ばれ， 日本か

らカリフオルニヤまでの北太平洋いたる

ところに分布している。ベニマスが北極

海に入ることは知られていなし、。陸封型

はベニマスの分布域いたるところに現わ

れる。、このようにのベて近い将来.太

平洋の両岸におけるヒメマスの分類学上

の位置が統ーされるべきことを示唆して

いるようである。

なお Oncorhynchusadonis Jordan 

et McGregor (1925) はヒメマスがベニ

マスと別穏と考えられて与えられた学名

であって，現在は synonymとなってい

る。

3_ ヒメマスの英名について

ヒメマスは英語で kokaneesalmon， 

little redfish， kennerly's salmon， silver 

trout， kootenay salmon等と呼ばれ，疋

田 (1954)によると太平洋岸のインデア

ンに由来する呼称として kikaninny，ni-

ghlikhがあり，また kokaneeもインデ

アンの言葉に由来する由である。

これらの中で前述の魚類野生動物庁

(1957)の文献集にもミ北アメリカの文

献では，この陸封した亜種は kokanee
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とか littleredfishと普通呼ばれている。

そして前者の名称が遥かにより一般的で

ある。コとのべているように kokanee

salmonが最も一般的である。合衆国の

文献には salmonを省略して kokanee

とのみ用いられることが多L、。ヒメマス

に関する研究報告の表題には kokanee

salmonが多く用いられ，稀に littlere-

dfishも用いられている。 Silver trou t 

は来日した合衆国の研究者の会話中にき

くことがあったc

4_ アイヌ名について

ヒメマスの原産湖は北海道網走川の支

流にあるチミケップ湖と阿寒川の上流に

ある阿寒湖である。そのためアイヌ語で

カパチエップと呼ばれていたことはよく

知られている。しかしそのカパチエッブ

がアイヌ語でどんな語原をもつかはよく

知られていない。それについて筆者は確

か，和田芳恵著ご十和田湖ミにカパチエ

ップは三跳躍する魚ミの義とあったの

で，これは面白いと思った。それは英語

の salmonがラテン語の salire(to leap) 

に由来して， salmon の類が産卵期に跳

躍しながら河川をそ上する状態から名前

が起こっている。アイヌ語のカバチエツ

プがもし跳躍する魚、の義であれぽ， ヒメ

マスが産卵期に跳躍する状態をいったも

ので，民族がことなっても生物の大きい

特徴に対しては共通の名称が与えられる

ものと考えていたのその後，カパチエツ

プは扇平な魚、であるとの説もあり，ヒメ

マスの産卵期に体側が隆起してセッバリ

状になるから，相対的に扇平に見えるわ

けで理解のゆかないわけでなかった。し

かし，そのいず¥れで、あるかは文献の教え
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るところでなかったうそれでカパチエッ

プがと跳躍する魚ミなのか， と属平な

魚ミの義であるかアイヌ語学者の金田一

京助先生にお伺いしたところ，いろいろ

とご教示にあづかり参考になることが多

いので，先生のお手紙を原文のままここ

に引用してみる。

とカパチエッポの名義.いまだ語原を

誇かにいたさずご高説最も傾聴に値する

と思考いたしますの但し「或る人の本で

跳躍する義と教えられ」とは，何という人

の本でしょうか。おもらしくだされたく

願いあげます。大へんおもしろいお説で

すが，私はまだカノくが跳躍する義の語で

あるとは，これまで存じませんでした。

或いは阿寒方言でそういうかも知れませ

んがツイまだ阿寒地方へ参りましたこと

なく，ちっともその方言を存じません。

普通にアイヌ語 kaparは l薄 L、」義，

Kapar chep-po> Kapt chep-po I薄し、小

魚、」と解せられますけれど，それで「平

たい魚」の義だと申したのでしょうが

「かれしづや「ひらめ」でもないのに，

そんな名ではひめますの形に相当しませ

んから，これは不当です。 chepli I魚」

chep-poは，小魚、あるいは，魚、の愛称，

Kapa (或いは Kaba)は，どうもわかり

主せん。跳躍ことは，普通は terkeとい

います。この意味を Kapaともいう方

言があるのか，まだ聞いておりません。

カパチェッポ Kapachep-po*の ch巴p

l主 chi( I吾々J) e ( I食J) p ( Iも

のJ)すなわち「吾々の食う物」という

ことで，同じく「吾々が食うもの」に，

本原註 コノ po~土東北方言のコの類で

すc 小」の意。

アエップ即ち a(l吾々 J)e (1食う J)

p ( Iもの J)という語もありますが，

この方は「たべものJ I食物」の義とな

り chiep>chepの方は「さかな J I魚」

の義となったので、あって. chip I舟」とー
ケプ

は関係がないのですの(アイヌ語の舟が，
Yプ

英語の舟に偶然似ますけれど〕。

問題は，カパという部分です。もちろ

んアイヌ語ではパとバと通音で，正しく

は Kapacheppoですが，その Kapaが

「跳るJI躍る」という意味をもっという

こと，いままでの私のアイヌ語の知識で

はないことなのですのもしまだ知らぬ

方言(アカン地方の方言など〕にでも，

そういう語があるか，疑問なのですo

Kaparなら，あります。〔パチヲーの辞

書では Kaparaと aをつけてありま

すが，本当は，終りの aは，ないのが

本当〉しかし 「跳ねるJ 躍る」は，

terke (バチラー辞書には tereke，とあ

り，やはり余計な eがついています)

で， Kapaとはいわないようです。それ

なのにカパチエッポに「跳躍する魚」の

怠があるというのは.どこのアイヌの言

葉でそういうのか，知りたし、もので、す。

ご研究で，ご出張の折にアカン方言をは

なすアイヌのおやぢに聞いてご覧になる

とし巾、んですね。網走方言や千歳アイヌ

方言にでも，もし，あるか，その地方へ

赴かれたら必ず，アイヌへお尋ねになっ

てみてくださいませんか，アイヌがKapa

が「跳る」だと，もしいったら，その用

例を，外にあるかどうか，お尋ねになっ

て，事否を正されるとし、L、ですね。(原

文のまま)ミ

その後.筆者は阿寒湖畔を訪れアイヌ

人に尋ねる機会をえたが，いまだ計:かに



することをえないままになっている。

カパチエッポの語の変化したものに，

支勿湖でヒメマスを呼称しているチップ

がある。毎年6月 1日に解禁になる支勿

湖のチップ釣りは，北海道における夏の

訪れをつげる風物詩の一つである。

十和田湖の漁師はヒメマスをカパチエ

と呼んでいる。十和田湖へは 1902年 12

月に支努湖から本州の湖としては初めて

ヒメマス卵が放流のため移殖されたから

名称もそのまま移殖当時のアイヌ名で呼

ばれている。ただカパチエッボの前半を

略してチップとしたか，後半を略してカ

パチエと呼称したかは土地によって異り

面白いと思う。

また十和田湖の漁師は産卵期で、ないヒ

メマスをキラとかキラキラと呼んでい

る。これは体側が美しい銀白色を呈して

いるので，かく名づけたものであろう。

これは英語の silvertroutに似た呼称

である。

ヒメマスについては，カパチエッポに

由来する呼称以外の地方名として杉原

(1940)，青柳 (1957) によると， 山形

県大鳥池に生息するヒメマスをタキタロ

ウと呼称している由である。ここに杉原

(1940) の記述を原文のまま引用してみ

る。 ご昔からタキタロウ(滝太郎)と呼

ばれた伝説的怪魚は湖の生成とともに陸

封されたヒメマスであるという。秋季紅

葉するころ沢口の浅瀬にホリつくのをヤ

スで突きまたは投網で、捕える。故関原弥

里氏の郡長時代(明治 31 大正 3)*ヒ

メマスの幼魚を放養したことがありそれ

が現在相当繁殖している。捕獲の経験あ

る土地の人の言によれば， ヒメマスとタ

キタロウとは全く別種であるというが，
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これは成熟体と未熟体とを比較してのこ

とと思オつれる。こ
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本筆者註 第三田北海道水産試験場事業

報告(明治 43年)によると，明治 41年

支勿湖からヒメマス卵 5万粒山形県へ移

殖の記録ありつ多分大鳥礼12と思われるも

放流湖沼名の記載はなL、e




