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チヤウイチヤ(鱒の助)資源の

再生産lこもっと注意を払うべきだ

モスコ一大学魚種学講座主任教授
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チヤウイチヤは高級なしかも貴重な企

業魚の 1つである。産卵にやってくるチ

ヤウイチヤを漁獲する操業は古くより行

われている。最近にあってはその漁獲量

は若干噌大してし、るが， しかしこのこと

は資源地加の指数として考えるべきでは

ない。

MItcなら 1957年(昭和 82年)にはそ

の総漁獲量はすでに減少して来ているの

である。

これらの顕著な傾向は何よりも第一に

企業が過度に行われてL、ることを証明 L

ており，特に良質の緋iを沢山使っている

ことも指摘される。

告しこの事実がそうであるとするな

ら，チヤウイチヤの再生産にはもっと注

意、を払うべきであり，そうでないとする

ならこれら資源は著しい減少の事実の前

にi直面 Lていることを知るべきである。

この比較的量の少ない鮭類の資源の増

加!と維持の本質的な役割りは，魚類の保

護以外に，筆:長の意見によれば，人工養

刑であると考えられる。しかしながら先

ず第一にチヤウイチヤの生j毛や繁舶の生

物'下のバー紺!な資料全蒐集すべきである

が， しかるにソ同盟の学者たちが行って

¥. ，;:，:，太平I干の剣知の調査にあたっては，

このチヤウイチヤにはほとんど注意が払

われていないのである。

1956年に(昭和 81年).カムチヤツカ

半島で筆者はチヤウイチヤの産卵を観測

し，またこの魚の生長を生態学的に調査

を行った。

生物科学のエフ・べー・クローギウス

博七地理学のイ・エム・クローヒン博

士及び原地住民の好意ある協力を得て，

アツチンスカヤ湾に流れるパラトンカ伊!

の上流で調査を実施した。

われわれはチヤウイチヤの産卵場所を

発見 L. 流動している魚を捕獲し，魚卵

に人工授精を行い，この魚卵をTNHPO
(太平洋漁業海洋学研究所)のダーリー

ニー湖に設けられている観測所に運び，

この魚卵の生育過程を観察した。チヤウ

イチヤの産卵場所はパラトンカ河上流の

アレーシカ支流ツンドロープイ湖の下流

数 10米の地点にあった。

8月4日.5日の2FHこわたりわ才LJ)才L

が観察したところによると，産卵期には

がIの水藻は魚、の巣からiJllJって1.5米であ

った。水流は速く，毎秒速)主1.5米で，

r.!!しいせせらぎを伴っている。水温は冷

たい。外気温度が 17度またはそれ以上

に舛温する時にも，水流の上層部の温度

は7度以 t‘にはならなかったのこの場fT

irl[ I氏の水漏は通常 0.5度迄低くなってい



る。これは 5.5度から 6.5度の種々の水

温の場所を有している大きなまた近くに

あるツンドロープイ湖の影響によるもの

と思われるの

この冷たし、湖の水流はこの斥卵場所の

独特な特徴を定めているのチヤウイチヤ

の産卵場所の河床は形の大きな砂利や円

くなった小石で、出来上り，そこにはぎっ

しりときめの細かい砂がつまっている。

このような河床に産卵のために穴を掘

り.業ーをつくり産卵をおわる問この急流

にとどまっていられるのは，大引の Lか

も力のある魚に Lてのみ出来ることであ

るη

b占のような姥卵場所の状況が，チヤ

ウイチヤをして他の鮭鱒属と競争を避け

ることを可能なら Lめているのであるの

産卵時期中及び半カ月もたてば水位は

50糎降下 L. 若 Lくは水流の速度も減

じ， この支流の上，下流に産卵をしてい

る他の鮭類をみとめることがなし、。他の

研究者の言によると，チヤウイチヤの魚、

卵は附化迄PE卵場所で好条件のエアレー

シヨン(宅気にふれること)下にあり，ま

たガルブーシヤ(樺太ます)の卵も同様水

流の速い，河床の水がかれないようながI
床で産卵場所をつくるような同様の条件

を必要としている。アレーシカ河のチヤ

ウイチヤの産卵場所の配置は河床の水を

どんどん流す水源の流下する近くで， し

かもがIの沖積~-.で‘魚、の巣がすぐ粉泥でお

おわれるというような事実は， このよう

な描写の中て、は疑わざるを得ないのであ

る。今迄明白になった魚卵の生育上の特

徴によると，チヤウイチヤの魚卵生育の

状況はガルブーシヤ(樺太マス)のそれと

は著しく異っている。チヤウイチヤはい1

族の鮭鱒よりも非常に沢山魚卵をうむ。

チヤウイチヤは通常 4500から 1万4千粒

まれにはそれ以上多く斥卵をする。普通

は平均8000粒である。魚、卵l工鮭(ケタ

ー)のそれと同じく大粒であり，ガルブ

ーシヤ(樺太鱒)よりはずっと大粒であ

る。われわれの経験によるとチヤウイチ

ヤの魚、卵は膨脹する前にでは，約 230ミ

リグラムの目方がある。秋鮮の魚、卵は平

均 339ミリグラム目方がかかり， カソレブ

ーシヤのgsは. 160ミリグラムで、ある。

魚卵の数が多い場合，魚卵のR1~の呼吸

'1.魚卵の拡J散する表面が比較的少ない

故に，閑難になっていた。しかしチヤウ

イチヤの魚卵の肝膜はケターのそれより

はうすく，ガルブーシヤのそれと比較す

ると著るしくうすL、。このことはイグラ

を洗って流れている水から月干ー魚に椴素を

位透させる条件ーをよりよくしていること

は明白である。チヤウイチヤの色彩はシ

ーマ(鱒)を除いては他の太平洋の鮭穎

より濃く，最も色彩の濃い銀鮭の色彩に

最も似ている。筋子の塊りやその中に合

まれている脂肪のしづくはパラ色がかっ

た明るいオレンジ赤色をしているのこの

ような色彩は筋子の中にカロチノイド色

素が性富に合まれていることを示してい

る。

すでに知られているように， カロチノ

イドは容易に受容され，円安素を与え，そ

の運搬者の役割りを果 L.酸化した再生

過程の触媒の役割りを果すのであるο

1947年われわれに明内になった如く，

カロチノイドは卵の併化の場合酸素の不

足の時には特に呼吸過釈における活動休

の役割りをしている。チヤウイチヤの則、

魚が稚魚、にとって，身体の皮膜や鰭の緑
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がカロチノイド性の物質を含んでいるオ

レンジ色，赤色の色素細胞，脂肪でおお

いしかも著し~、色素沈着をみるのが特徴

である。院を見ると稚魚、の頭の脳の腔の

液体の中に拡撤しているパラ色の色素が

あらわれている。チヤウイチヤの魚体は

その発達の早期段階から沢山の黒色素に

おおわれている。これは魚に独特のもの

で条件の忠いしかも不足の空気にさらす

方誌の、ら発達していっている。卵黄嚢や

魚、休の皮膜やひれにおける脈管組織はチ

ヤウイチヤの眼魚、の場合他の鮭属のij{魚

のそれよりも発達している。エアレーシ

ヨン(宅気にさらすこと)の条件が思い

ところで成長している魚のえんぶりお

(肝魚、)は Lばしば震に発達した表面 k

の脈管組織を有していることがあること

は衆知の事実である。気温の上昇してい

る際に生長するチヤウイチヤの生きてい

る魚卵を観察すると，ガストロレーシヨ

ン(糞脈化"nと粉砕の時期に卵核盤が

リズミカルな101転をしているのが認めら

れる。|口l転速度は気温が t昇するととも

に顕著に附加して来る。すなわち 12.6

度の時には分割球"l(胞肝、盤)は 8分で

1阿転をする，また 160 の時には 4分 52

秒である。後にはこの原形質のモーター

は筋肉のモーターと交替をする。すなわ

ち刻に行われてL、，また強化されてくる

えんぶりおの身体の動き，心臓の活動が

それであるのこのようにしてえんぶりお

は小さい胸鰭が発達するとともにエネル

ギツシユなリズミカルな働きを開始する

のである。これら種々のえんぶりおのモ

ーターのt11現によって，院及びペリピチ

エりの液体の混合が行われ，脈管内の血

の運動が良好になり，このことがえんぶ

りおの外からの媒体から酸素を摂取する

ことを促進させるのに役立っている。

このようにして魚卵の組織，えんぶり

おの組織及びその形成過料はチヤウイチ

ヤが著しく酸素が不足している条件ドて¥

も成長する適応性を証明している。この

酸素の不足に対する魚卵の耐久性は養魚、

上のすぐ、れた性質としてあげねばならな

し、。チヤウイチヤの魚卵が温度の広い幅

にわたってうまく生育する適応性を示す

次のような資料がある。すなわら一組の

魚、卵を試験用人工附化器に収めて水温の

低レ泉の水を補給しながら置いた。人工

附化のはじめ平均一n気温は 3.8度から

4.1度で日中の最高気温は 5.6度であっ

た。段々気祖が下って 11月2011に は

2.5 度~2.6 度になった。そしてこの温

度が併化の終末時期である 1月中旬迄た

いした温度の変化もなく続いた。今 1組

の魚、卵fiyuf中に設けられた器具の中で人

工船化をした。魚卵を沈下した 8月初旬

の平均気温は 14r主 ~16 度で， 日中には

17 度 ~18.5 度に達した。 9 月初旬の気

温は 13.5度に下がったまた人工併化の

末期の 9 月中旬には 11.8 度~12 度にな

った。河中の気温の日中変動は 2.5度~

3度に達した。

この 2つの場合とも成長は順調に行守わ

れた。崎形のものはなかった L，えんぶ

りおの11"，生量は高い。 jnHlにおいて集同

の併化発生は 578日度で 41Fl目にはじ

まる。人工併化器の中ではもっと低い禍

度で 540 日度で 160~162 日目に瞬、化す

る。ウシコフ人工附化場ではチヤウイチ

ヤの餅化は平均 576Fl度または 95日を

要する。附化は一斉にはじまる。同じ条

件の下でネルカ(紅鮭)の魚、卵と比較す



るとチヤウイチヤの併化時期は日数にお

いて 23~30 %.日温度において 8.5%

から 17%短L、。チヤウイチヤは衆知の

ように紅鮭(ネルカ)より早く産卵をす

る。このために長期にわたる人工併化は

早期に産卵する太平洋産の鮭属に限ると

いう考え方はこのチヤウイチヤの場合に

は未だ確認されていない。

この考え方は同様に他の鮭属より早く

席卵しているシーマ(ます)が人工附化

に要する期間が短L、と L、う事実を否定し

ているのである。筆者の考えによれば，

太平洋産六種類の鮭属の生長，産卵期の

期間， その生長の条件などについての資

料の比較は次の通りになる。すなわち冬

期の地下給水の状態が悪化しているよう

な場所や呼吸条件の悪い中で成長した鮭

属の人工附化期間は短L、。このような場

合にもっと早期の人工瞬化をするには卵

核をより良い流水場所に配置換えをすべ

きである。カムチヤツカにおけるチヤウ

イチヤの産卵場所の生態事情についての

資料が少ないのは遺憾である。魚卵の成

長条件の物理化学的特徴，すなわち給水

や水中のガス体系の特性の記述がないの

で，チヤウイチヤについてこれらの資料

が他の鮭属についての資料より入手する

のに困難さがあるのである。これととも

にチヤウイチヤの生長についての比較生

態学上の研究資料は特に貴煮なものであ

る。

これらを某礎として，チヤウイチヤの

魚卵は自己の要求によって，産卵場所が

地下水の1Mる場所で，水中に酸素が著し

く欠乏している場所にある樺太ます，秋

白鮭主た他の太平洋戸去の鮭属の魚卵と似

ていないことが確認されるけ手持、の資

料によってチヤウイチヤの魚、卵の入った

人工餅化器の特性について最初に紹介が

出来ょう。すなわち地下水または噴出泉

による給水が好結呆をもたらす。飽和点

30~70 %の酸素を含有する給水がチヤ

ウイチヤの魚卵には最適である。夏期の

水温は 5度から 8度としなげればならな

L、。気温の低下li生長の初期には 4度よ

り低くなることは好ましくな¥.'0 またチ

ヤウイチヤの養魚上の目立つ特質の 1っ

として魚卵の機械上の損傷，震動につい

て丈夫なことを数えることが出来る。試

験的にチヤウイチヤの卵を膨脹後しめっ

た日にしっかりし た容器に入れて馬車で

悪路を輸送したことがある。輸送は一昼

復半つづいた。宿泊したときは泉に魚、卵

を入れておいた。輸送の終結時になると

魚、卵は16~32さらにそれ以上の分割球に

なるという段階に達してL、た。すなわわ

輸送の終結時が紛砕のはじまった時期と

丁度合致したのである。またこの時は魚、

卵の感度が向上していたのであるのそれ

にも拘らず魚卵は輸送によく耐え，損傷

は少なかったわ形態学上の特徴から批す

ならば，チヤウイチヤのえんぶりおは生

育の相当早期の段階に魚卵から WI化 す

る。すなわち頭部が完全に真院になら

ず，ょうやく背及び尾鰭に線が見えはじ

め，卵黄が沢山残っている時期である。

原形質が比較的大きいのでえんぶりおは

大型であり，卵の外膜から出た体長li22 

~23 ミリである。秋鮭の人工折、化の場介

卵黄の 15.5%がわれて散ってしま L、，

樺太ますの場合は 16.5%. 紅鮭の場合

は27%に達するが， チヤウイチヤ l土

俵か 12.5%しか分散し必L、。 この故に

チヤウイチヤは魚卵からHlても卵黄栄養
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を長期にたくわえているのである。産卵

場所の流れが急なので，チヤウイチヤの

稚魚は河床から ~H るとそこに留っている

ことがむづかLく，流れの静かな場所に

流れ去って行く。尾鰭の隆起の名残りが

ついて，鱗がようやくっきはじめる頃に

チヤウイチヤの稚魚は川の曲り角. )11の

中に倒れた樹木のあるような凸山部の中

央部に銀側の一年生の幼魚が沢山およい

でし、る中に見ることが出来る。チヤウイ

チヤの柑魚、はそれよりも深みにおよいで

いるのまたゴl'市に動作が敏市なので、見る

人の注意、を悲くに充分である。鮭知、の養

舶をうまく組織化するためには稚魚の淡

水時期における生前の持続性の問題が械

めて竜要である。

わが国の文献には数年にわたる淡水に

おけるチヤウイチヤの生命についての記

録がある。アメリカの文献によると産卵

のため戻って来たチヤウイチヤの沢山の

例をとってもその鱗片には淡水の環が見

えないと記しである。このようにして稚

魚発育の過程の終りに河に流下し.また

1年生として河に去って行く。個々の水

域ではこれらの数量は 70%に達する。

養魚、にとってこのかけがえのない貴章な

生物学的特性はチヤウイチヤを Lて白鮭

や樺太ますに近づける。これら 2つの鮭

属はがI床から!竹るとすぐ河中に去って行

くので， このために稀魚の育成の生物学

的技術は全く単純になって Lまい，その

丈夫きは減還しているの

後宥の事:柄はチヤウイチヤの養魚、に当

って，稚魚を飼育する組織を中止すると

，l:を方向づけるものと Lて解すべきでは

ない。つまり，チヤウイチヤの養魚に当

つては，長期にわたる飼育が必要でない

ということであり， またこれが非常に下重

要な性質であるσ 筆者は最も簡潔に鮭養

魚事業の素晴 Lい対象として特徴づげら

れるチヤウイチヤの幾多の特性を列記し

て来た。 1984年ーから 1939年にわたり(昭

和9年から昭和 14年にかけて)カムチ

ヤツカのウシコフスキー養魚場でチヤウ

イチヤの養魚を行って来たが結果は良好

であった。チヤウイチヤの魚卵の損耗は

人工4師、化の場合銀鮭が紅鮭の損耗より{氏

く， この点でもすぐ、れた養魚上の性質を

チヤウイチヤは備えてることを確認され

た。近年ーはこの養魚事業は理由が不明の

まま中止されている。

チヤウイチヤの養魚、を再興するについ

ての興味は鮭類の総漁獲の中で比較が少

ない L. チヤウイチヤの養魚従事おの獲

得に関連した困難さがある。

しかしながら，第 1に養魚の任務は貴

重な少数の魚類の再生産を確保すること

にあるのだし，第2には他の国々の例に

もある通り，チヤウイチヤは堤防や種々

の漁業の閉窒の下流部でも立派に成育し

成熟するのである。

最後に太平洋の鮭属の風土馴化の試み

はチヤウイチヤ資源が養魚の方法をとる

ことによりカムチヤツカの河川|ばかりで

なしに， もっと南方地区の河川1.すなわ

ちアムールM(黒竜江)流域や北部北海

道の河川で噌加することが出来ることを

虫派に証明しているのである。

(1957. 7. 5訳〕




