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網走湖，阿寒湖，朱鞠内

湖，ワカサギの地域別

形態、差異

長内稔

棚田昭

阿寒湖およひ吉岡走糊は栄養型湖水で，

古くから湖岸漁業者に利用されて来、に。

両湖水の持つ生産力l立高く，ごれに依存ー

する漁民は特に両湖の特産であるもワカ

サギ、の些凶に生活ぞ託して来ナニ感があ

るのそれで移殖後のワカサギが棲息環境

によって形体に差異が生ずるものである

か否かは興味ある問題であるの筆者ーはご

の問題にワいて試料ぞ入手する機会~f与

にので阿寒湖，網走湖，朱特j内湖の三湖

のものにつk、て，その結果ぞ報告する次

第であります。網走湖i立原産地として北

海道各湖沼に卵ぞ移殖し，他湖沼からの

卵移殖は受けずに来f亡の阿寒i湖は昭和3

年洞爺刷から移殖し，昭和4，5年網走湖

から，以後数[8]網定湖からの移殖はあっ

たがごご数年は他湖沼からの移殖は全く

ないの米中:~B内湖(電源貯水ダム〕は昭和

18年塘路/胡から移殖し， 昭和25年網走

湖からの移殖ぞ受け現在に至っているの

三湖の湖性状はそれぞれ異り，環境条件

もまナヱ異."bt三けでなく，阿寒湖は洞爺湖

(本州、|ワカサギ卵の移殖の結果繁殖した

もの〕と網走湖の移殖卵，朱鞠内湖は，

塘路湖と網走湖の移嫡卵との混合しず三も

の，単一の網走湖，以上三湖のワカサギ

の形体は異ると考えられるの

稿~草すに当り費料の蒐集に格段のご

配慮ぞ下されナご荒井場長，竺原弐長， 高

山淡水係長の各氏および資料の採集に協

力下さつに渡部氏，阿寒湖漁業協同組合

員，網走湖漁業協同組合員，朱鞠内糊漁

業組合員の諸氏に深甚jよる感謝ぞ表する

尖第でありますの

。材料と方法

本研究に用いすで.l:;j-料I~'.~ 、ずれも産卵期

のもの，阿寒湖，昭和 29年 4片 (22是〕

昭和 30年 11月 (27尾み同年9月 (10

尾〕採集の計59尾の網走湖，昭和29年

4 月 (50 尾)。朱'Ii~j内糊，昭和 29 年 5 月

(50尾〕ゃいずれも中性ホルマリンで固

定しナこものである。採集方法は無作為抽

出にょっ1て。測定位昭和巳1年 1凡で，

つぎの各ユ去によっ7亡。1)同長， 2)体長，

3)胴長， 4)体重， 5)脊{恰百'数， 6)側

紘憐i5:， 7) ~t!i'乍豆長，数， 8) 胃長，君~， 9)

各部組条数。

本報告ではつぎの各項ぞ引用しfニ。

1) 脊椎骨数;尾上骨 03Urostle ~ 

除く

2) 副長;吻端から鱗蓋の後縁まで

:;) 体長;吻端ーから側総数最後六[¥まで

4) 側椋鱗数

5) 民主i門塁数

。研究結果と考察

各部品思条数，浪IJ線鱗数， 胃型冷測定項

目に入れにのは， ワカサギとチカの差異

も同時に検索するにめのものであつに。

浜田(1954)はワカサギとチカの形体差

異の研究結果において，胃型と側紙鱗数

およぴ脊惟骨数とに顕著な有意の差のあ

ることぞ述べている。本研究においても

第ー衰のごとく胃型，脊惟骨数，側線鱗

数とも浜田氏の結果と一致し，三糊とも
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第一表ワカサギで、あるご

とぞ確認、してい

る。

一一寸 「吉=-fflC'i'f.薮一一| 加藤預託 「
医 山引川!九i1 胃 型|平平今均|長最e 大i阿同最恥刷/川j

チドJ二， 竹田 (19

55)は環境:の相違

による脊椎骨数お

よび頑長の変異は

認、められなかっすこ

阿寒湖 Iv字型|以ラ4.031 兜581 5引5115灯兄川7乞7.59ヲ羽91 円591 日53! 59 

桐 走 湖 Iv字型 154.791 切矧 5判0156払別い.2必221 円J| 日叩判O』[ 日叩O 

朱F斡鞠キ初]内湖 IV字型 |げ5日4.2幻矧3到 5円矧9到| ラ矧0α156.2剖0ωl 日"矧9引 5引刊11 5叩O 

と報じている。しかし環境要肉特に水温

による形体差異/J>Schmidtが Lebistes

(1919)および Salmou(1920) で報告

し， Hubbs は Notoropis，Lepomisで

報告している。

久保達郎(1950)は水混によって有意

の差あることぞ述べており，さらに Sch-

midt (1930)が環境安閃としての域分が

重要な原凶となるごとや論じ， Alf Dau-

llevig， far Johseu (19::';0)が Gobiusで

魚の大きいものは小さいものによじし脊椎

骨が多いと述べている。

第二表 脊椎骨数の変異

産 地|平均l標準偏差|測定数

とんど認められなかっナニ。阿寒糊は，平 3

とも指数は小で， ♀は 3より大という結

果ぞ得七。網走糊からの移殖が阿寒湖よ

り新しく，網走糊の影響が強いと考えら

れる朱鞠内糊であるが， δの指数はき糊

早O91の最大ぞとり，網走i閣の指数と類

似した値右?とつに。しかし中の指数は，

三糊♀ 3中の最小ぞとり， ♀が小という

結果ぞ得?と。なお阿寒糊で't:，平が8より

大，朱駒内糊では♀が8より小， とし、う

相反する結果や得ているのごれらの原因

として，移植環境の相違が変異ぞ荷しに

ものか，或l之本湖の環境が平 3の性特徴

に変異/J>摘しに色のかは不明であるが，

とのごとは今後の研究ぞ持つ他ない。本

朱鞠内湖

網走湖

阿寒湖

59 項で広三湖ともそれぞれ異つh傾向やと

り，環境の相違が形体に差異巻粛しftの

50 ではないかと考える。

50 〈参考文献〉

一一一一 一一一ー一一一一一一 久似達郎;北大氷産学都研究笠報， 1 (1) 

測定各項のうちの1)脊椎骨であるが 1~11 (1950) 
第 2表で示したように，三湖の差異は認 井上喜平治，竹田文胸;日本1ト態立会誌，

められなかった。 体長
第三表 一一一~x 1，000・…指数

つぎの第 3表に示一 一 iifl :lit一一ー

しにの指数(頑 | 中 | 色 -1 
長/体長×仰の 産 地|平均|信重|測定数|平均[需主|測定数|備 考

では網走糊のも 網走湖 1256.0

のは， 早8とも他 10...0 1:'......1 ...1::' ~fl ôlnr:::i¥ -:>.J -:;，，- c11 朱車部内 1248.521 25.ラ11 201259.321 36.日11 30 
二糊に比して大き

阿寒湖 1251.661 13.741 71245.0 1 16.911 15! rm911tl;:群
く， 宇3の去もほ 1 一一1
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考えてもいなかっに北洋行きぞ突然命

じられ， 4日IMlで今後約4カ月間の諸々

の準備ぞしナニーりけであるが，なにしろ目

的地は寒いところである。下着一切は全

て冬物狂用意しなければならない。東京

に置いてある冬物ぞ集めて見すこがどうも

不足なような気がするので，急いで札幌

の自宅に連絡し，函館宛に作業服ぞはじ

め冬物ー揃いぞ送らせ仁のはよいが，発

表されに来組母舶が極洋捕鯨の極山丸で

根拠地は生JI併とのこと。慌てて再度自宅

に述絡しもうー揃い釧路へi主らせ1てが，

いよいよ事務打合せや終えて東京や出発

する時に，北洋経験者で

から r-川一却樹船5ヤ~.t片中iド1で lはま真水が械度度.に不足して

j坑洗1先:1濯翠等忠うようにH出iフ米米k於o‘ヅ伝7なぷいから出オ未と:st花三
け拾てても'I出Eしくない物耳ぞr沢山持οて行

つナhニ方が良い。」とkい、寸うf責i豆重-なご助言が

あつ?に之のでで、，生Jli路へ向う途中 3時間程自

宅に立寄":Jt:1民家中の古い下着ぞかき

集めて持って行つに。さて釧路へ若いて

見ると，函館から出発するl河野・坂野両

技官のご好意で，初めに函館へ送つナこ荷

物が釧路へ廻送されて来て令計41同の衣

類が集って終つに。そのナこめ慌に下着大

尽になって終いお蔭で約4カ月の乗船中

よごれ食物沿っぎィコぎと海中に捨てて行

き，寝間着ぞ 1回，靴下ぞ 3回洗つにすご

けで，私のような生来の無精者には全く

好者ji今な状態が続けられすこごとはとん7三

作我の功;(，であ-，:)-t-::"

運搬害死卵

菊池資郎

運搬客死卵の中には，採卵操作によっ

て生じに死卵，運搬途中の1"G撃によって

生じh死卵，あるいは、採卵前に視i!.~の腹

中で死んでい与もの，受精能力のないも

のなど種々の原凶によって生βナニ死卵が

包含されており，その名称に矛盾ぞ感じ

ているのは私記けではないと思います。

しかし，本稿でこのことにういて論ずる

つもりはありません。

運搬害死卵ぞ減少させる1::めには運搬

中の街撃に対して万全の策や施すごとは

論ぞますこないととです。で，私は特に採

卵(受精〕操作によって生ずると息われ

る死卵診最小限に止めるごとによって運

搬害死卵数を少なくしようと努めまし

に。いま 29年度. 30年度にとつに方法

について記してみようと思います。しか

し，私の実施しずニ方法は現地の状況ぞ考

えて行つむものであり，他の土地におい

ては適用出来ない点があるかもしれませ

んので，その点はご了承の上ご批判，ご

指導ぞ頂ければ幸いです。

一昭和 29年度-

1. 税fR~の取扱

その日の網ウライに入つナニ組魚、位、ご

れを全部掲げて雌雄に分け，雌iま撲殺

して晃数ぞ数え，雄は採卵する場所の

横の水惜り(約 1 坪，深さ 5~7 寸〕

に入れておきます。(ごとでは採卵室

がないので採卵は野外で行う〕

捕獲数中の雌雄比は大体同数なの

で，雌5尾に対して雄2尽の割合で採




