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似ナ魚
平田裕薙〉

より詳細に就いては，各研究者間で種々

異義のあるとごろである。北海道には極

く最近までアプラハヤとヤチウグイがい

るという入がいて，大いに疑問に思って

いたが，北海道では内地のアプラハヤと

極めて良く似ているとごろから，ヤチク

グイぞアプラハヤと呼んでいるごどがあ

北海道の至るところの大，中，小河川 るのヤチワウグイはまず之の名ぞ“ダル?

に棲息、している。ますこ札幌近郊の排水溝 ハヤ"というて，形態的にもウグイより

等の小さな流れに釣在しでも良く釣れて 近いので， アプラハヤ属の中に包含され

くるものに， ウグイがある。とのワグイ ているの故に北海道内のアプラハヤ属は

は俗にウゴイともいわれ，河口の行水性 ャチウグイ一種であるのワグイとヤチワ

のとごろでとれる産卵のわめに河や湖つ グイを外形的に比較して見ると，ウグイ

て来る腹の赤いのぞて万ハ?ともいわれ の口は上顎より下顎が短いために下方に

て大形のものがある。まナこ一方生涯河川 向くのに対し，ヤチウグ‘イは上顎より下

にばかり生活すゐ小形なものもある。そ 顎が僅か突出するために上向で・ある。ま

れに近い種類で，比較的静かな溜等，い たウク'イは極めて大形になるものもある

わゆるも谷地、に棲息して，時に釣で良 が，ャチウグイでは，せいぜい大きくな

くみられるヤチウク♂イカヲ、る。ごの両種 うても 13cmぞ越えるごとはないの前

共いずれも上顎，下顎に歯がなしそれ /'I 

に鋤骨歯も口蓋骨歯も欠いているが，そ -------ープー--- _..2一一一一----でア

の代りに食道の入口の咽頭に鎌状やしt q中!?… 一 二ナーミ
咽頭歯ーがあって，それが他の魚類の歯の 下一一一一そ~--<-ー」

如く，餌料ぞのみ込むやくと，旺L鴫の一

部~担当するわけで-ある。ごのような構

造;;e持っている魚類ぞ内顎類というて，

魚類学上大きなクツレープとなっている。

日本にも，ごの類に入る種類は比較的に

多い方であるの即ち 27属がコィ亜科に

包含されているのクグイとャチウクー什;t

詳細な形態的特徴によってウグイ属とア

プラハヤ属に区分けされているが，外形

的にも似ている点が多いのさてウグイ属

の中にも 4亜種があるが， 北海道には 2

種類だけである。普通のクグイの中にも

二型， Y')レタとハヤとあることが最近生

態研究から報告されているが， ごれらの

/ペで竺プギ¥

金記三与J三三

守守
月寒貯水池で、鈎獲したく1956.10. 7) 
上ウグイ Tribolodonhakonensis ha・

konensis 
下ャチウグイ MorocoPer;;nurus 

下左 ウグイの咽頭歯
下右 ヤチウグイの咽頭歯
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者は細長でスマートなのに対し，後者は

ズングリし7三恰好で・ある。普通体色はク

グイが銀白色であるのに反しヤチクグイ

では，黄褐色の地色に暗褐色鱗が散在し

ているの咽頭歯数も両者同数，即ち後列

5本で前列2本であるが， ウグイの方が

各歯が太く，特に前列の2個の咽頭歯は

ヤチウグイの方が比較的に短小であるの

ごれ等2種は北海道の人々には，思11¥染深

い魚なので， 9ク示イは， さしみややきぼ

しにして食べると，なかなかおつなもの

である。またヤチウグイも沢山とつ七時

にはスズメ焼のようにして，砂糖醤油に

つけて食べれば，食べられるとのごとで

ある。なおごの調査標本ぞ釣って提供し

て戴いf三原技官に対し深謝する弐第であ
ザ

I;;J。 (調査課，技官〉
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