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摩周抑IHこ棲息しているのは

“ウチダザリガニ"

疋 田 r些L
V. 彦
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I挙周湖は北海道東部の長)I!路市と才ホー のである内故にこの湖では虹鱒の産卵期

ヅク海lこ面する北見市とをむすぷ室Ili艇線 は比較的長いが， 5月-6月が最盛期

の屈子弟と川湯との間にある世界l乙，そ で，このi魚、期聞をのぞき，周年禁獲とし

の透明度を誇り，わが国湖沼中水深212 て乱獲を防ぐととも lこ，これが種の資源

米の第5位を占める排水河川皆無のカル 維持および保護がなされている現況であ

デラ糊の一つである η 湖の辺は原始林そ る。

のままの姿をとどめ，近年北海道を訪れ ところでここでは虹併にはふれず，こ

る観光客に阿寒糊とともにもてはやされ の虹鱒，ステールヘワドと相前後して移

てきたところである内しかしながら，乙 殖されたものにクロープイシユと河姥=

の湖の水深も数年前の十勝沖地震の影響 スデエビ Leandapaucidens (DeHaan) 

で少し浅くなり，透明度も幾分低くなつ があるが，前者に就いては，その積類が

たということを聞いている η 斯る神秘な 何であるかが現在まで混同して確実には

湖は科学的にも興味があり，数度にわた 不明であった内すなわち人によって，こ

る湖沼学的研究が，断片的に行われてき こに棲息しているグロープイシユをアメ

A たが，未だ各分野の総合的な研究が行わ リカザりガエといい，またある人は日本

れず，依然として神秘の識をとどめてい 在来のサ‘リガニが，湖が広く，餌料が良

る部分が数少なくないのであるハ嘗てこ いので，こんなに大きくなったのではな

の湖に在来からいたのは有尾両様類のエ いかなどまちまちであったn 筆者自身笑

ゾサンショウウ才 Hynobiusrelardatus 験室で解剖したずリガニは良く知ってる

Dunn だけだと息われるが，魚類が棲息 し，それだけの知識で摩周湖の新鮮な標

しておらず未利用なために，大Eの終り 本を見7こ時には，これは在来積ではな

から，冷7j(1とも適応するところの虹柄， く，アメリカザリガニTごと思っていた

ステーJレヘ V ド?をアメリカから移殖し， が，その後大学の教室で生きたアメリカ

その糊の有効な活用を目的としたとこ ザ、リガュを見せて戴いて，これはアメリ

ろ，思いの外その虹鱒が繁殖し，現泊三毎 カザリガュではないということがわかっ

年この湖において虹鱒の探卵を笑施し た内われわれの標本室の摩周湖産のもの

で，わが国における天然産虹鱒種卵供給 に， 日本在来の種名が昔からつけられて

のもっとも重要なセン在ーとなっている いたので.筆者にはどうしても疑問があ
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るままに羽泊三に玉ったのである m たまた

ま昨年8月札幌で行われた叫本動物学会

全同大去に出府された九州大学農学部動

物学教室の三宅点砕博士によって，この

障が，許てアメリカから移殖されたもの

で，稀名をハヅキリ同定され， そして

これにウチダザリカ、ニなる新和名をつけ

られたわけである内これは博士多年の態

I討をとかれる端梢となったことは， fJ4に

うれしい極みであ

るn この積が現在も

移殖されたと同じ姿

で多く見られること

は，他の場所では全

部絶えていることと

もふわせ考えると，

実に有意義で、ある内

きて手はじめにサ、

リカ内二(人によって

は，まに地方によっ

てはサルカェとi1子ば

れているーこの名は

子供の乙ろのサノレ・

カュ合戦を}[!l，い出す

が〕はヰ吋、リカ品ニの

く実験動物の好材料となる〔日本〕ずリ

ガュ Cambaroidesjaρollicus (de Haan) 

(第2図〕とアメリカから食用蛙の餌に

する目的で移入し，そしてその後内地各

県，特に関東地方に自然繁殖し，時に水

間，河川等に多く繁殖すると容を及ぼす

ことカfあるという， アメリカサ、リがユ

Procambar川 ιlarkii(Girard)(寄~~ 3図〕

および摩f，fi]湖にだけ現存することが分つ

Tニウテダザリガニ T
Astacus troωbridziZ 

Stimpson (第1図)

の;:種だけである内

以 E3種の分類学的

位置および分布を示

すと失の如くになる

〔三宅〕ハ

Phylllm Aγthropocla 
節足動物門

Class Crllstacca 
円I殻類制

Division Ellcaritla 
fI蝦類J7.

Oclcγ j)ecapocla 
十脚 H

S"]，()f(ln Reptuntia ~ 
限行亜日

Tril)(' 円̂1出・ura怠であり，外国では

Crayfish (イギリ 第 1図 ウチタザリガニ ザリガニ J.iJ~

ス)， Flusskrebs(ド
AstaclIs tru品，bridgiiStimpson Family Astacidae 

ザリガニ科，北半球
イ、ソ)， Crayfish， Crawfish， Crawdad 

〔アメリカ)， ecrevlsse (フランス)と呼

んでいるものである内簡単に外形はヱビ

とカェの中間のような恰好で，カェの 4

台ISとエピの大部分が一緒になっているよ

うである η 三えに現在日本l乙棲良、している

ザリカ、ニを展望してみるならば， 日本lと

ポ!:-;1~稀として知られ，北海道のどこの鴻

流の石をはぐても柑く普通に見られ，良

に分布
Gcnus Astacus 欧.J刊，アメリカ，西部
A.stacus trouかなdgii ウチダザリガエ外

欧州 7積，アメリカ 4種

Genus Procambaru日 アメリカ東部
Procambarus clarkii アメリカザリガニ外
Genus Cambaroides アジヤ東部， 日本
Cambaroides jalうonicus ーザリガニ
じめがUsCKoelbel) チョウセンザリガニ

朝鮮，満州
C. dai!rピ削 (Pallas) マンシユウザリガニ

i両H十1，朝鮮
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C. sch1'en~i~ Ç~~~l.er) シユレンクザリガニ は 11月中旬産卵を開始し， 卵は黒色を
黒竜江下流

Family Parastacidae 南半球に分布 帯ぷ，餌料として鰐類の肉片を投J5・しお
南アメリヵ，オーストラリヤ，ニユ るも餌付悪レーと述べており，その
ージーランド タスマニヤ マダカ
スカノレに分布 6属 26種ある。 他に伊藤111]， ill内議共存，長山村間ITI!利

弐にザリガニが北海道に移入された経 用淡水大9'rJの養殖法付ロプスターの

路に就いて文献によってみてみる乙とに 苔養法がある。元々この種は食用種ずリ

すると，摩周糊産ザリヵーニは大王 15年 ガニとして農漁村の副業として養殖を奨

(1926)と昭和2年(1927)にオレプン 励され移殖されたものである内なお日木

、州より奥林省*-青空

J;;'Iによって朝鮮，

北海道，東京都そ

の他 111尽に移植

分与された内農林

省水産品(1927)

水産増殖調夜書第

4-'ft1J-の淡水大活

〔畑蝦)Crawβ刊11

fιiαmbalus sami'-

Î~t川JZUS一学名は

謀っているとのこ

と〕の中の 1:1[:.1ι
道における移殖成

消」に一大王 15

年 10月17H神奈

川県円吉村沼間養
第 2図 普 通 の ザ リ カ

Cα悦 baroidesjaponic回

第 3図アメリカザリガニ

PfOcambarus clar.ふi(Girard) 魚、場において河貝 (r1ρHaarnl 

とともに交付を受けた淡水蝦 73尾は遠

州、i鰻然2伺に分容し，客車l乙積込み午後

1時 t野を発し，翌 18円午後8時小樽

駅に到着せり，途青森および函館にて少

量注水を行いたるも舞死4尾をmせり，

じかして残存蝦69尾は北海道水産試験

場に収詳したが， 内 43尾は 10月20H 

午前8時小樽を発し，同午後3時千歳支

場に搬入し， 1分聞に水量 1斗 5升交流

する鮭卵用僻化槽1個に 3， 4寸に砂泥

を敷き，これを全部収容せり，たt~ し収
梓当時3尾発し， 現時39尾生存す「雌

に移殖された数は 2同にわれり約 1，800

尾のようであるへまた昭和 5竿の鮭鱒会

報の グロー寸イシゴー(淡水大蝦〕移

殖の中l乙約 500尾が同報告，昭和6年に

内海重左門氏が一摩hliJ湖町:併移殖およ

びその成積の中に， グローフイシユをア

メリカから直送して 475尾目安周湖に放流

したことが明記されている内なお最近御

園勇編(1949)一一アメリカザリカ、ニ渡

来経路と分布中に「北海道のザリカ、ニと

混同したのでない(昭和初年農林省水産
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同を遍じてr~Þ'周刷iと移入したもので，現

在多少いるとのことである」と記述され

ている、また三宅博士への久保伊津男博

士よりの者併'j(1951)によれば， アメリ

カムイシュ岳、

必

カザリガニと呉るものが，農林省、が入れ

たので，現在棲.(~、している処は支劾.湖と

琵琶湖の一部の漠流にあるだけといわれ

ているようだが，現収支妨IMlおよび千歳

&カムイ1-プV掛;

Z君子Iワエピ拷 '(t，球威

o ザリ 1]二綾息地減

第 4図 摩周湖の見原図とザリガニの分布鼠

川にはかかる大型ザリガニは見当らな

い内しかし支務湘l乙注ぐ渓流lこは多少ザ

リガニが綾息しているとのことである

し，会 k政幹氏が一一支務湖および千歳

川水系サ、リガニ CambaroidesjaponIca 

(de Haan)絶滅かーと題して，嘗て同

湖のザリガニは大型な故に，大正天皇の

御晴好Ifiとして数度ならず献 kしたとの

1棋
連

J 
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リガニの分布は恐らく湖全体l乙棲局、する

と想像されるが，特にある範囲沢山棲局、

する地域があるとのことである〔第4図

参照〕。さらにサ、リガニの完全な標本を

採集するためには， カニカゴ・等を使用す

るのが有効であろう。最後にこの一文を

紹介した目的は，現在残存せるウチダザ

リカ、ニを今後多くの人々に親しんでほし

いといわれる。なおこの種の絶滅を心配

される三宅博士の意にそわんがためであ

り，そのために幾:分なりともお役に立て

ば幸であるうそして種々と助言やら，交

献および書簡を裁きと援助戴いたことに

深甚なる謝意を述べるとともに，標本の

写真をとって戴いた北海道大学理学部動

物学教室の長尾普氏並びに種々お教え戴

いた道立瞬化場の皆川久氏，長内稔氏lと

合わせてお槽申上げる弐第であるの

〈本場調査課技官〉

ーさけ・ますふ化場一

一配置換ー

'if;"1j，1) 坂口利夫，扇彰(湧5)1])，猪口満寿子

〔本場)， 佐藤孝男(千歳)， 中島正明(幕

引j)，渡辺常二郎(根室)，奥野敦(剣収各)，

内海健〔渡島〉 任届 4月 1日

?;f;勤佐々木金吾(鶴居)，松葉正治(羅日〕

fT:雇 8月 1日

事務官三浦誠(十勝〉根室支場，事務官市

川同雄(根室〉十勝支場 8月1日

一退職一
'n;-勤高見友子(渡島〉

一一道立ふ化場一

一井任←

技術補寺尾俊民15(本場〉任技術交員

4月 l日

一動一
一異一

一事一

6月30日

ことであるから，あるいはという疑問号

もたれる点もあるが，未だこの漢流のも

のを見る機会に恵れないので今後調査す

る必要があると思っているのしかし現在

これとて大型のはいないという話じであ

る3 また僻化場員の話によると不確実で・

はあるが，摩周湖のものも天皇陛下に献

上したことがあるとか?当時支務湖のサ、

ーリガ、ニがいなくなったので，随分一時は

献上するため，人皇はなれた山聞の漠流

まで採集に行ったことを聞いている(こ

の種は普通のザリガニなることは確実)。

現在摩周湖のものはほとんど食用化され

てい江い。しかしこのj軍沌としていた種

類が唯摩周湖だけに残存繁殖しているこ

とは，学門上実l乙貴重な存在であり，三

宅博士も虫[鱒の繁殖上それ程害がなけれ

ば，この種を長く保存育成したいと力説

されている。筆者もこれが保存のために

は，現在の摩周湖では凡てにおいて不便

なので，今は絶えて棲息しないといわれ

る支務湖，その他の湖沼l乙，他の有用水

産動物とのバランスを考えて，再移植を

弘はかるとともに，この種の生活史の研究，

さらに食生活への利用も考究してしか

るべきものでないかと思っている。玉県λ~:
!掌周湖では虹鱒を捕耀するために長さ 8

f1司-10閥， r告さ 2問，網目 1寸~;:寸{すー

までのナイロン刺制を湖岸から沖へ，あ

るいは湖岸に沿って投網している。その

|緊に網にかかった虹鱒を食べるために，

白からも網にひっかかるものである汽か

かったザリガニは中々網にからまってと

れないので，網の上ーから石か棒でたたい

て殺して，パラパラにして湖中に投げる

が，その死体にずリガ、ニが集まってくる

のがよく観察されるとのことである。ず、


