
十勝平野の海岸綜に沿って， ト勝川河

口より回忌iに向うごと 20粁の問に順次，

長節消，勇洞Hl，生花苗1{i， そしてごれ

から述べようとするホロカヤン引と呼ば

れる 4伺の訂が散花している内

ホロカヤンjf?は又の名ぞホリヤ二ヤ消
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は Tライウンペツ川とアメマス川の2川

のみで・あるのホリカヤニイ川はほとんど

流れがなく，降雨時に附近の谷地水巻集

めて訂に入るのであるが，沼の7kt立が高

くなるときは逆流してトーキサ Jレ川に流

入ずるniffが海に最も近い部分が切れて

ともI呼び， !~勝国大津

村に所在し，大津市街

より 24粁，大樹市街

より約:::0粁の地点に

あるの tffの名称は土語

若しくはごの変型され

にもので，その意味は

訂の成同や性状などや

よく現わしているもの

と考えられる内ホリカ

ーニヤとは土語で，逆流

するが'T.::e意味し，ごの

況の7k1立が甚にしくと

+時三包埠5も宵
排水路が出来るのは数

年に一度で， その年数

は7三んf三ん長くなる傾

向があり，近時は人工

的に切断しなければ，

ごとに排水路を生Cる

ごとはなく，開口され

ずこ場合で‘も数時間で閉

っすこ時に，消の阿部の

注入河川の水が逆流するのぞ見て名付け

仁ものというごとであるの法k岸の隆起に

よって河流の流末が膨脹して叫が形成さ

れず三ものと考えられるところで，海蝕平

街に達しずニ直綿型の海岸砂丘によって海

と隔れっているn 注入河川は， チライウ

ンベヅ川(別名トーキサノレJlI)， アメマ

刈 11，エピノ沢，掬水沢， 1えびホリカヤ

ニイ川の5本であるが，降雨時には 1，

2の沢が増すというごとであるの川は何

れも大きくなし川の形態君子しているの

でた | 寒されるというごとで

あるの

j1iJk産課の道内湖1ij

及ぴi程i也調査によれば

引の面積は 25町歩，

5万分の 1地形図より

略算すれば面積0.6平方粁となる。しか

し常時と渚水時若しくは排水時とは甚f

しく相違するようで，大樹町の調査によ

れば， jff尻がF切れずこ場合はその大部分の

j{{水が排出されて露出面積は 3分の 2に

なってしまうとk、うので・あるが， ごれは

海水面より出の地盤が高いすてめであるn

本出は既に昭和 1:::年に木村鎚郎氏他

によって詳細な基礎調査が行われてい

る。(昭和 13年，木村鎚郎，川内滋，同

田又八郎，昭和 13年度河川湖沼養殖適
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地調査，長節If{，生花市m，ホロカヤン

H1，北・水・試復命書。〕木村氏他によ

れば，本H!は今お， 1f4底ぞ通じて海との

連絡があるように考えられているが，調

査の結果は石友が少く (6.B~5.6mg/L)

過 7 ンガン酸加l県清作量が比較的多く

(19.2~22 .4mg!L) ，品〔素Eをは表層 61mg

jL，下層 62mgjLで/iJJ7)(の浸入はぷいと

考えられ，ftiJとの連絡の百rE跡そ明らかに

するぞ得なかったと述べられているのl!fJ

ち淡水型の出として報令されているが，

筆者等がとの大ひ調査しプ三時は， ;0/']1ヶ

月f立前に部落民がHiに棲息する公魚ぞ捕

獲ずるず三めに沼尻ぞ切りて7)(月I?1奔Lt=1=
め，その時海水が入つ72去ま ，iW創立自

然に閉察されてしまっf:とし、う状態の時

にめく:)会わしにので， d!7J(の蛸度は高

く，j!Ü)(型のr{{今現~Ifl (，てい1="，しかし

imえは現在完全に削寒されてしまりてい

3ので，時日ぞ経J誌にコて行j7](の械!支

は低下す3ちのと考ヌ入 淡水:IT;~に jぷり

で，浮泥は益々洗積して全Ifjぞ通じて深

い黒色の浮泥底ぞ具してい?てのしかし溶

存酸素は底郊まで十分溶け込んで噌いナ士。

mに注入する各沢の縁辺は多くは泥決性

であり， tff岸の大部分は一帯の高台ぞな

してU、るの

水温は表面 18.1oC~19.0oC の間にあ

り (6 月 8 日気i旦 12.0~12.00C)，受水

l叉域が小さU、f三めと， 標高 16.8mの侭

1"-にある7ごめ， J芝期は相等の水温 I~.昇が

考えられる門 7K色付、禍色，透明度は2米

であっすこ。

本Hdの魚類は，かつては海より il干l二し

?とものと考えられ Iちものが棲息して蕃殖

しているもので，附近イ主居者の言や総合

してみれば， うぐい，ふjふわかさぎ，

あししろはせ，いとよ， とみJ-:，よれめま

す，いとう，かわがれい等で，その他(ノ

じみか既障してい3門しじみl計百岸砂地

に相等量蕃補してk 、 3 ょうであ 3 門?{~岸

一品;は水平， 7J(}民が多く，水深 2m級以、

?と場合のy{i水や考ヌてみれば， PH<7.0 内にf{-~生している主jぶものは， よし，が

や示し， その含有イヒザ成分・中， jj;!，_7 ンカ、 ま， ゐ， ひし， かわ(まね， ひ~)G ぐさ等

ン両者Jm里附代尾:位、同麦芽iii JJ ~ ¥' '!:;:~として >20 の7KJ平類と{!_きしようも， いとも等の7k

Ini[!Lとなり， c本Y71のill"ンガン醍加里 誌類であ i;;>(") 

のJiI;伐E士の古川、のは，有機物の多い泥決 かり、仁木iiHま増殖施設や?:T.(ノ亡事笑l立;

水注入の影響に，.!:.-:S)，イi次分が比較的 なく，又， yfiぞ利凶し7三享実ちた;い何 i{!

伴少とはるで・あろうごと塁手よりみて，本 が遠隔の地にある7てめで、あ ，'":>0 7:1三附近

!i;は本道の糊H付i?:式で1才、腐硝栄養列湖沼 イ主民の食料として鯖等が多少漁修されて

のト{立の却に属するものと考えられ，従 い仁が，その量も多くは以く，漁業とは

りてY[1の生産力は中栄吾If，Jl)MJ!{iよりもや 認められ/c，，(いもので、あうf土門しかるにile

子劣3であ九うと二15';~ られ 3 とごろで、あ 時棲息していに公}~Jj.民注入河川|であ 3 ト~ クシ寸ンベ、リ11にil主として盛んに産卵し

本ifiの水深は， J武茂注目 1~七内外，設深 ていろごとが，大胡町役j身水産係長土同

日米で司全般的にみて浅いH1でホ .'S"， I実 氏により発見され3に及ぴ本裕的な増殖

はじ、受水区域が狭小で、多~の ~H 7Kがな に乗出し7三わけで，本年肢は阿寒湖産公

イ;:(.つ急1r，~~に排7k されるごともないの 魚卵 2 ，O~O 万粒の移殖が行わ戸1 てい30



本両増殖の目的とするとこみは，大樹町

長島田繁一氏によれば，戸ì\~存保氏〔晩成
工:r\荒は戸数 73 戸，永年居イ宅の~~(l訂fjの

周辺に点在し 40戸ぞをどえみ。仕11，の ;;0余

戸は開拓七であ(.))のイ民白補給と， その

手lI ~ifによろ学校教材の蝉入にあり。とい

うごとである。なほHiの所ー有権は本年よ

り大相町が何一?と。

本1{4に放長するiA'，、組は，水温，水深，

7k訂よりみて，公魚，鯉カ、j車伺と考えら

れるの 1iifに述ベプ三ごとしその水質より

み仁iMlHi棋式は悩殖栄養芯)のけなの祁知

に属す7)と考久られみので， ~{1 のよ全産})

l立中栄吾、Jt:Jより劣るものと束、え，本道の

中栄!t:tW刷出の，*&，1'))や 1凶r当り 2:J

員;とすれば， 本市は 1町歩当り 101.:.(r'']

外の生産/5:~得られると見るのが五当と尽

われ， この生産力は面積0.6平方粁 (60

町歩)より 600主主内外と弘‘り，一応増殖

計画としては，公，1?:~人Tふ化放流による

放芸数量 2， O~O !-11"[で生産比込数は 20~)

11，鯉稚魚放流 2，(I足で生産凡込数は

11001Q'， 合計 6001誌や算出したの

本ìij~~，受水以上長狭小i~ctこめと泥炭水ぞ

受けるから栄会1定額の搬入ち疹くは jム
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い。か勺水深が湾く，面積が小さいので

広大な養魚、池乙いっす三感じであるから，

大引のうぐい，あめます等の有害魚、身械

力絶滅して;イゴ用魚の放養君子ぷずべきで噌あ

り，他方Ifi には石;矢施~('l.ぞ行。て生産ブ i

の増強や計るごとが必要で噌あ，:'0 Hilhに

ついては大樹町で叫:堤ぞ築造する計四が

ある。 H~JfUま一帯の岩斡ぞなし，その距

離は規く， ;]U架は浅く， その7ごめ二Iて手:は

簡単ぶものと戸、われる。このll~~~是築造に

よりて， H1の7.ldすのービFは人為的に挟作

するごとが可能とばり，養魚池的7ぶ形態

が現出され3ものと考え 00

筆中f等t之、ての?三びまつナ三く遠隔の土tltに

あ3ホロ bヤンlf1やおとずれ.?.)機会に宗

まれ7二。しかも当日 は朝から雨で，日ら

丘も眠るがごとく，大自然の姿ぞ一層強

く印象づけられナニ。かりでは土人が丸木

そあやつりマ νツプをふるっfこであろう

この原始の沼も今や食料増産の一翼ぞに

なりて浮び hろうとしている。遠隔の地

で開拓に従事される方々のいこいの場所

となり，実白の給源地と以る日の泣から

んごとぞ期待してや士ない。

(:--;1. 7. 2) 
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