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釣山人夜話 ω

幼年期のやまべと適 温

「こんなに雪があっても釣れるのか」

列車やパスの中や待合所でよくうける

質問である。昭和35年 2月26日 iNHK

テレビ， トピックニュース」で自製蚊鈎

による雪中の銀毛ヤマベつりを公表して

以来，この質問が多くなった。つまりテ

レビやラジオをみて一寸関心をもち，雪

中に釣竿を持った男に確なことをききた

くなるらしいので，別に学問的な追求の

気持ちがあるわけじゃあない。自分の常

識に満足を与えたいのだ。

「何ッ〆オラァ〔俺〕識でも釣ってみ

せるサ」

と力む人も稀にはある。

何も力まなくともよろしし日私はエサ

釣して雪中の銀毛ヤマべをつることは絶

対にできないと否定したわけじゃあな

L、。

小さな，つまりえさの少ない川 つ

まり含有塩類やその塩類を食糧とする生

物の少ない川では，癒をエサにした場合

餌つくこともあり得るわけで、す。大川で

も多少つれることはあり得るわけで，何

も私は「蚊鈎でなくっちゃあイケネーと

いっているわけじゃあなし、。また「イケ

ネー」といったとしても，要はその「イ

ケネエー」という内容にいろいろな表現

があるわけです」またテレビで実演した

ことは好奇を街ったり，優越感を満足寸

中島渓風

るためのものじゃなく， iヤマベ本来の

鋭敏さに即応したつり人の仕掛をご披露

して好釣家の批判の材料にした」に過ぎ

ない。

「どんな素人でもつれます」とハッキ

リ明言しているし， i簡単に他愛なくつ

れるものです」とも説明しています。な

お「蚊鈎は自製するのが建前で，素人で、

も簡単に巻くことができます」ともつげ

加えていますc

「し、つでも入らっしゃい，無料で教え

るから」とも語った筈でーーその表われ

が翌年の昭和36年 1 月 ~2 月 60 日間の釣

教室(自宅，新川中学校， 日魯会社〉と

なった。

さて前置きが長くなったが，疑問の要

点は，

「こんなに水が冷いのじゃあ，川に魚、

がし、ないだろう一一いても食欲不振でエ

サに喰いっかないだろう」

というにあるらしし、。

なるほど出水があるごとにヤマベはそ

の機能の変化により降海あるいは降湖し

て川から姿を消す。私はこれを留守の川

といっている。これは一時的なもので，

水温が冷いから降下するというのじゃあ

なL、。

急速に機能が発達して，えさと活動の

地域を求めて降下するのである。

この機能というのは「シントウ圧に対

する機能の充実によるもの」らしいと勝
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手;二結論しているが詳ではなし、。これは

学問的にも結論が出ているようだ。降下

するのは一つの本能であって，人間て、い

えぽ一寸出かせぎに行くようなものらし

L、つつまり川の水はどんどん流れるから

その流れに任せて降下すれば， この水の

終着駅に行きつくことになるわけだ。湖

や海は川の終着駅であり，その帰であ

るわけだ。魚、体が急速に肥大するのは湖

や海の豊富な塩類とその塩類を食糧とす

る微生物が沢山いて食糧が豊富にあるこ

とと活動圏が広いことてある。海の水の

塩ツパイ(カン度〉度合は魚の成長率に

は大して関係がないらしL、。琵琶湖の鱒

も(在来種の陸封性→久しい環境変化で

海を知らないヤマベ→その機能や習性が

一寸違うーヤマベの大きい魚体と北海道

から移殖したといわれるヤマベの魚体の

大なるものがし、ると伝えられる〉北海道

雨竜ダム上流の海を知らない鱒(近年の

ダム工事で海との交流を中断された〉も

海洋に生長期間を持った鱒も魚体に大差

がなし、。つまり鱒の魚体の生長度を決定

するのは，その魚種と環境の塩類、や微生

物の食糧と活動圃の関係である。(塩つ

ばさで1土なL、〕

さて話が横道に外れたが，ヤマベはゆ

きどけの水の冷い時分にその増水を利用

しつつ降下して湖あるいは海に行く。こ

の温度に人間を昼夜裸で置げば大人でも

耐え得る人は少なL、。まして生後満半年

のヤマベは人聞に較べれば子供で、あるか

ら人間なればもちろん耐え得る温度ぢゃ

あないのです。人間の感覚で「こんなに

寒くっちゃあー」というのは魚には円、

L、塩梅に水が冷くなったので、」というこ

とになるのです。この幼年期のヤマベの

降下の時期はゆきどけにもっとも関係が

あるので， 3 月 ~4 月ゆきどげのある下

流のヤマベと 5 月 ~6 月ゆきどけのある

上流のヤマベとは自ら降湖〔海〉の時期

に月日のズレがあるのはもちろんで，上

流のヤマベが 6 月 ~7 月ころゆきどけと

ともに降海しても海の水温が高ければ滞

海生活が短かししたがって体長の生長

も少ないということになる。また当時の

食糧のプラン Y トンの発生数にも関係が

あるようである。この降下ヤマベは降海

後 1 週間~3 週間位で一度生れ故郷に

凋上する習性を持っている。 1 週間~3

週間とし、う滞海期間は海の温度が原因ら

しく，下流のゆきどけころは 3週間位，

上流のゆきどけころは 1週間位というよ

うに思われ， もちろん川の長さや大きさ

海の温度に比例するわけで，期日のズレ

は 4 月 ~7 月の川のことである。その川

の発する山の比高や緯度に関係があるの

はもちろんである。このヤマベは再降海

した場合海(湖)の生活に適するものは

産卵期まで湖上しないで，その川の海中

深く流れ込んだ流域にいる。もちろん大

きな川の流域でイ、丁近に寒流や海溝があれ

ば，この海溝や寒流を利用することはあ

り得るが，集団生活が建て前のようだか

ら何かの事情があって仲間とハグレナイ

限り団体を組んで仲がよく生れ故郷を捨

てて放浪するものではなL、。その付近の

寒流にいるのだ。海で獣や他の魚や鳥に

よる消耗は仲間の一部が喰われることに

より一部のものが助かるというような摂

理があるようで，集団の数が少なけれぽ

全滅する率が多くなるらしし、。この鱒は

大きな魚体になるが，一部シントウ圧に

対する機能の不充分なものは川に棚上し



たり再降下したり産卵期まで生まれ故郷

と海(湖)を往来する。機能の変化のい

ちじるしいのはその生まれ故郷の古巣の

水温が適温になった時が最大の条件とな

るので，春秋にその機会が多いが，下流

が夏季である場合もあり得るわけだ。重?

中と雛ヤマベが川を降下向上する機会の

あるのはこのためで，人間の冷いという

感覚とヤマベの感覚がその内容に大差が

あるわけです。年聞を通じてヤマベの一

生を通じて降下湖上の機会と習性がある

わけで， このヤマベは本来の慧敏さを極

度に発揮しているわけです。冷L、から越

年を海に求めるのではないのです。機能

の回復をしないものはもちろん石の蔭や

落葉の下にいるわけで半冬眠の状態で身

体は冷えきっています。温い水の瀧ぐと

ころに集まるのは，えさを求めるヤマベ

が集まるのであって，その川の中の魚が

全部好んで避寒に越年場所を求める結果

ではないのです。あの小沢は温いからヤ

マベの越年場所だと越年ヤマベを釣る人

の目標になるが，その小沢で、生れたヤマ

ベが越年するだけの話で，その川の大川

で生まれたヤマベ全部が，この小沢に越

年場所を求めるわけではないのです。

本州の箱根以西，紀伊半島以東によく

見かける太平洋岸に1濃くつ1し琵琶湖に懐

くや川など， この方面にL、わゆるヤマベ型

のヤマべというのがおり，朱点があって

降海して鱒とよばれるものと異なったも

のがL、る。その習性も一寸異なり釣り技

も一寸異なっているが， このヤマベも食

糧と活動の天地を求めて下降する習性は

同じように持っている。幼年期の機能の

よいものは鱒の魚体になる。絶対生まれ

故郷から離れないということはなL、c こ

21 

のヤマベと同じものが青森県や北海道に

もいる。私の観察ではヤマベの分化〔太

古時代〕の一つの種別であると考える。

丁度日本人と印度人やアメリカ人が違う

のと同じことであると思J。この種のヤ

マベが他のヤマベと同居地帯と非同居地

帯があるが，私は水温よりも水質である

と観察しているが学問的実証はない。丁

度ヤマベとイワナ若くはアメマスが同居

地帯と非同居地帯を持つが，これと同じ

ことだと考える。特異なことを述べれぽ

ヤマベがイワナより上流にいる川がある

ことである。ゆきどげ水のころがヤマベ

の身体にどんな作用を与え， どんな刺激

と興奮を与え， どんな機能の変化がある

かを解明するためには数字が必要で，こ

れは学者の分野であろう。幼年期のヤマ

ベが急逮海に〔湖)降り波浮uたる生育を

する冷温こそヤマベの適温であろう。ス

トーブにあたりながら「こう寒くっちゃ

あ魚は釣れまい」とうそぶいている釣り

師はまだ魚のことは何一つわからない男

であると断言するものである。

ゆきどけ水の増水て、河底が掘り起こさ

れ幼魚(満半齢位〕が海域は湖に出る。

このヤマベの本質こそヤマベの生態の中

心であろう。海(湖〉は通常大暴風雨が

伴ない，荒れ狂う時化に海は怒濃の海と

化す。この大時化に乱舞する水鳥はこの

幼魚を狙っているのだc

このヤマベがゆきどけの水質や水温に

いかなる刺激をうけ，いかなる機能の変

化を促進するかを解く鍵には数字が必要

であるが，その研究は学者の分野に属し

よう。

山奥の遅いゆきどげで夏降海(湖〕す

るヤマベもいるが， これは短命なヤマベ



22 

鱒の年齢としては幼年期を過ぎているの

で幼年期に海(湖〉に出たヤマベの魚体

より育ちが悪い，山奥から初めて秋の出

水で降海(湖〕するものもいる。全然、ゆ

きどけ時の好期を知らないて、山奥にばか

りいるものもいるわけだ。

夏季の神経のボヤケタヤマベばかりみ

ている人は， このヤマベの本質に思いを

致すべきだ。

以上述べた本質はいわゆるヤマベ型の

人: 事:

。さけ・ますふ化場

一昇 格ー

ヤマベにも同様のことがいL、得るのであ

って， もちろん琵琶湖のヤマベ，鱒につ

いても同様なことである。

台湾鱒(ヤマベ〉については爾後台湾、

行の時に実際を観察した上で論じたし、が

恐らくは同様のことがL、えることと考え

る。

雨竜ダム上流の鱒(ヤマベ〉も以上の

本質を有することはもちろんである。

異 動
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