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編集後記

日本系サケの回帰資源量は1990年に6，000

万尾を超えたが，それに伴うように生物学的

には新たな課題が起こり，また輸入量の増加

等，消費流通の面でも大きな問題を抱えるよ

うになった。一方，国際的には公海でのサヶ・

7 ス沖獲りが禁止になると共に，共同研究を

含むサケ・マスの資源管理と保存を目的とし

た国際条約が締結されようとしており，サヶ・

7 ス類の増殖および資源管理は新たな時代を

迎えつつある。そこで，本号では日本系サケ

の資源動態を中心とした研究の現状と問題点

を明らかにし，サケの増殖と研究の将来展望

を模索することをは的に，北太平洋における

日本系サケの増殖と資源動態」を特集とした。

内容は，幼魚，親魚、の回遊生態，分布，減耗

要悶について，また，海洋の環境収容力や密

度従属現象によるとされる魚体サイズの変動

について，さらには， 1991年 6月にカナダで

開催されたシンポジウムの内容について，石

田，小倉および長津の各氏(以上，遠洋水産

研究所)と当場調査課の帰山氏に執筆してい

ただいた。人工ふ化放流事業が成功とされて

いる中にあって，まだ，解明しなければなら

ない問題が数多くあることや，人工再生産さ

れたサケ・マスの天然産に及ぽす影響，サヲ・

マス資源維持のためには遺伝学的観点を考慮

したふ化放流事業が重要であることなど考え

させられる内容となっている。また，本州の

太平洋沿岸， 11本海沿岸におけるサケの増殖

と資源動態について，それぞれ宇部氏(岩手

県南部栽塙漁業センタ一宮古分場)と当場の

野川氏(事業管理課)に紹介していただき，

近年，生産培が増大しているサケ・マスの養

さかな たまご

殖の現状と問題点について奈良氏(水産庁振

興課)に寄稿していただいた。

当場の数多くある技術開発試験の中から，

サケ稚魚の成長におよぽす飼育密度の影響に

ついて，八重樫氏(伊茶仁事業場)と佐々木

氏(技術開発課)に報告していただくととも

に，系群特性のより強いサクラマスについて

は，北海道東部地区における秋季体サイズと

翌春のスモルト化との関係を赤石氏(尻別事

業場)に，初期成長の違いによる成熟雄の出

現割合を戸田氏(根室支場)にそれぞれ報告

していただいた。

帰山氏には，連載をお願いしている「サケ

属魚類の発育と成長」において，発育に伴う

種聞の形態比較と種毎の生活史ノfターンにつ

いて解説をしていただき，平成 2年度のサケ・

マスふ化放流事業の概要は長谷川氏(事業管

理課)に報告していただしミた。また，斉藤氏

(事業管理課)にはサケ・マスに関連したア

イヌ語について，その言葉の意味を含めて紹

介していただいた。魚一葉は特集にちなんで

サケを疋田氏にお願いした。本号においても

東(遠洋水産研究所)，浦和(当場調査課)の

両氏による日本で公表されたサケ科魚類に関

する文献集(1990年度版)と，当場職員によ

るサケ科魚類の増殖に関連する文献要約集を

掲載した。

当誌が，技術情報誌として生まれ変わって

3年を経過した。編集委員会としてもより充

実した内谷となるよう鋭意努力中であり，読

者各佼からの積極的な投稿および意見を寄せ

ていただきたい。また，巻末に投稿規定を掲

載した。投稿の参考にしていただければ幸い

である。(文責 H. H.) 
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「魚と卵」投稿規定
1 .北海道さけ・ますふ化場技術情報誌の

和名は『魚、と卵(さかなとたまご)~， 

英名は rTechnicalReports of Hok-

kaido Salmon Hatchery (略名， Tech 

Rep. Hokkaido Salmon Hatch-

ery).! とする。

2.本誌にはサケ・マス増殖に関係する報

文，総説，情報などを載せる。

3 原則として年 1回発行する。

4 投稿原稿は「原稿の書き方』にそって

2部(1部は複写で可)作成し，所定

の投稿カードを添えて編集委員会に送

付する。投稿カードは事前に編集委員

会に請求し入手する。

5 和文原稿には，和文表題以外に英文表

題および200語以内の英文要旨を付ける

のが望ましい。また，英文原稿には和

文表題と和文要旨を付ける。

和文原稿の書き方

1) 和文原稿は400字詰原稿用紙に記載す

る。ワードプロセッサーを使用する際

は， 38字(全角)/行，ダブルスペース

で作成し，上下左右の余白を十分とる

こと。

2) 本文 の体裁表題，著 者名，所属に続

き，原則として緒言，材料および方法，

結果，考察，引用文献の順序で記述す

る。ただし，総説，情報などに関して

はこの限りでない。

3) 表題表題は簡素に投稿文の内容を表

わすものとする。

4) 著者名 連名のときは『・』で連ねる。

5) 所属著者名の右肩に「キ』をつけ，

表題ページの脚注にいれる。

6) 図表 図表原稿は本文と別葉とし，本

文原稿中に入れる箇所を赤で指定する。

図および図中の文字は，原則としてす

ぐに印刷できるように黒で墨入れする。

図表は印刷時の幅が 5.5cmまたは 12

cm程度になるように考慮して作成する。

7) 引 用文献本文関連箇 所 に 次 の よ う に

引用する。なお，共著者が 3名以上の

場合，筆頭著者名に『ら(欧文献では

et a1.).!をつける。

例 「真山(1990)，真山・小林 (1991)， 

真山ら (1991).! 

r (真山 1990 ;真山・小林1991; 

真山ら 1991).1

~Burgner (1987)， Fleming and 

Gross (1990)， Waples et a1. (1990).1 

r(Bur宮ner1987; Fleming and 

Gross 1990; Waples et a1. 1990).1 

引用文献は末尾文献の項に姓のアルフ

アベット順に並べる。雑誌略記法は慣

用法に従う。

例 〈雑誌、〉

Fleming， 1. A.， and M. R. Gross. 

1990. Latitudinal clines: a 

trade-off between egg number 

and size in Pacific salmon. Ecol 

ogy， 71: 1-11 

真山紘. 1990. 鈎頭虫の寄生状況か

ら推定した放流サクラマスの河川

生活.さけ・ますふ研報， (44): 

11-21 

く単行本〉

Burgner， R. L. 1987. Factors in-

fluencing age and growth of 

juvenile sockeye salmon (Onco 

rhynchus nerka) in lakes. In 

Sockeye salmon population biol-

ogy and future management (巴d.

by H. D. Smith， L.孔1argolis，

and C. C. W ood). Can. Spec 

Pub1. Fish. Aquat. Sci.， 96， pp. 

129-142 

木村喬久. 1975. 魚類，甲殻類の病

原徴生物(2 )ウイルス.水産学

シリーズ10. 海洋の生態系と微生

物(日本水産学会編)，恒星社厚生

閣， pp.97-111. 
Scott， W. B.， and E. ]. Crossman 

1973. Fresh明'ater fishes of 

Canada. Fish Res. Bd. Canada， 

Bulletin 184， 966 p 

8) その他詳細は『魚と卵』最新号を参考

にして原稿を作成する。

(1992年 3月制定)
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