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‘べにます，と
‘からふとます，疋 田

此の度は趣きを一寸変えて，現在時代

の波にのって益々クローズ・アップされ

てきた“サケ・マス類"について簡単に

書いてみることにする。日本に於ける水

産撫業の中で，北太平洋のサケ・マス類

と，赤道太平洋，印度洋のマグロ類とは，

遠洋漁業に於ける代表者と云われるものi

である。それ故に，そこにはかならづと云

ってよい程，多かれ少なかれ難かしい国

際問題が起るわけである。これの中で前

者のザケ・マス類は冷水性(寒流性〉の

魚類で，北太平洋水域に広く分布してい

るのに反し，後者は暖海に広く分布して

いるので，地理的にも大凡の分布範囲は

既定されているものである。

マグロ類はさておき，ここではサケ，

マス類について云うならば，因ったこと

には，北太平洋に面する各国が競って，こ

れ等魚種を捕らうとするために，この広

い公海でも段々サケ・マス類資源が少な

くなっていくのでないかと・云う懸念が持

たれて来た。それに近年漁法が益々進歩

するのに従L、，どうも将来これ等魚種が

絶滅するかも知れないと云うので，数年

前から，北太平洋に面するアメりカ，カナ

ダと臼本の間に日米加三国漁業条約を?

一方ソピエツトと日本との聞に日ソ漁業

条約を結んで，北太平洋のサケ・マス資

源が一体現状を維持しているのか?それ

とも資源が増大しているのか?はたまた
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資源が減少しつつあるのか?を調査研究

して，科学性に立脚したところに従って，

各国の資源的に考えた適正漁獲量を決定

して，将来永久的にサケ・マスの資源を

育成させながら，各国の人間が，サケ・

困が複雑に組合ってその中で一律の生命

現象が展開されているので，これを調べ

るためには一歩々々これを分析したり，

総合したりして，自然動態中の生物様相

の真髄を推察し，それによって強力に育

マスによって思恵を受けるようにせねば 成させねばならぬものと考える。

ならない { サケ・
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凡て太平
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は異り補充資源量と云う観点からも，限

定されることになる。叉陸地に於ける丈

化の発展に伴う，河川の悪変化は，これ等

魚種の種族維持の方則を禁づるから，一

層河川の管理と云うことが最も重要にな

るのである。自然は実に複雑な要因が組

合っているから，これ等資源研究を行う

のは中々容易でないが，自然は多くの要

-nchus keta をサケ， Oucor :lyllehuH rr.-

asouをマスといっているし，北洋等では

OlJeorhynehus gorbusc:1Uをマスと云っ

ているが，一方大西洋に棲息している

Salmo salarをサケ， Salmo truttaをマ

スといっていることは，全く矛盾してい

るようであるが，若し学名から呼び名を

つけるならば， 私は Salnユo属をマス，
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と Oucorhynchus属をサケと呼ばなけれ

ばならないだろうと思う。しかしそうな

ると，マスをマスサケ，カラフトマスを

カラフトサケと呼ばなければならなくな

る。この点に関して，とやかくやかまし

く云う人があるが習慣をそう簡単に改め

ることは出来ないものだし，かえって改

めた事によって混乱をまねくから，今迄

通りに O.ketaをサケ， O.江おouをマス，

o.戸orbuschaをカラフトマスと呼んで

も，何等不都合な事はないと思っている。

ここに似ている魚として，この 2種，

即ち“ベにます"と“がらふとまず"を

のせたのは，形態的観点から，産卵期に.

河川に湖上するサケ・マスの中で，所謂

“せこんぼ"になる種類であるからであ

る。しかしこの“せこんぼ"の形態は，

カラフトマスの方が，ベニマスのそれよ

りも極端なようである。もっとも“せこ

んぼ円になるのは堆だけであり，これは

第二次性特徴である。それからこの両種

では，ベニマスは河川の上流に湖沼のあ

る河川にのみ棚上するのに反し，カラフ

トマスにはベニマスのようなことはな

い。ベニマスには生涯淡水中に棲息する

陸封型と海に降って大形になる降海型が

あるのにカラフトマスには陸封型がない

ようである。カラフトマスは通常満一年

で成熟するため，サケ・マス中一番小形

であるのに反し，ベニマスでは地域的に

大小があるようである。又両者共に体側

及び尾鰭に黒色斑紋があるが，尾鰭の斑

紋はカラフトマスでは大きくヲきわめて

明瞭なのが普通であるのに，ベニマスで

は降海型の海洋生活中のものでは，斑点

がないが，河川に棚上するものでは不明

L瞭ながら小数の斑点が出現する。しかし
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陸封型のもの.即ちヒメマスでは尾鰭の

斑紋の明瞭なものから不明瞭なものま

で，変異性に宮む，カラフトマスの頭部

には斑点，斑紋はないが， ヒメマスには

少数の斑点が存在する。その外にカラフ

トマスの鱗は極めて小さいために数が多

く，太平洋サケ類中最も多いが，ベニマ

スの鱗数はカラフトマスより少し、。臨杷

はサケ・マス中で，ベニマスが最も数が多

く，カラフ pマスのそれはベニマスに次

いで数が多い種類である。

味はベニマスは太平洋サケ・マス類中4

第二位であるのに反し，カラフトマスは

比較的不味であるために，ベニマスは各

国で耀詰にする。カラフトマスは塩造に

する。北海道ではカラフトマスは毎年，

かなり多く産するが，ベニマスは太平洋

岸に沿って夏季稀に洞燥して来るため

に，北海道産のものは中々私などの口に

は入らないものである。ベニマスの陸封

型であるヒメマスは，北海道に於ては，

現在支窃湖，阿寒湖に棲息して居れこ

れを人工牌化増殖をはかると共に，種苗

の育成をはかつている。




