
  
はじめに 

近年，北海道の アキ サケ来遊量は ，安定的に著しく 増大し，現在実施中の 

増大計画の ¥¥ 億 5,000 万屋放流， 2,750 万屋回帰の期待も 実現可能の射程内に 

入ったといえる。 しかし，沿岸の 漁獲量が増大する 一方で無価の 低迷が問題 

となってきた。 特にその原因となっているブナ 毛の増加は，昭和 53 年頃 から 

聞かれるようになり ，年々その声が 高くなっている。 

一般的には，再生産機構が 同じであ り，放流量，回帰率が 上昇して漁獲量 

がふえるとブナ 毛の絶対量も 増加することになるが ，その比率はほ ば 一定と 

考えられる。 しかしブナ毛は ，今道的に絶対量だけでなく ，比率も高くなっ 

たと強調する 人が多い。 

もしこれが事実とすれば ，何故ブナ毛が 増加したのか。 一般には，後期群 

の卵が増加し ，後期群の再生産が 多く行われた 結果， さ けの来遊時期が 遅れ， 

ブナ毛が多くなったといわれている。 

現行の増大計画でも ，前の再生産計画でも ，来遊資源の 倍増を目標とし 

親 魚の確保，放流量の 増大，回帰効率の 向上に努力を 続けている。 その実現 

のために，国営施設の 拡充と共に民間にも 不足する養魚油，飼育池の 建設を 

分担してもらい ，多くの末利用河川を 放流河川として ，積極的に利用する 方 

針 がたてられた。 その結果として ， 道 内の民営施設は 急激に増加し ，昭和 45 

年に 24 ケ 所であ ったものが，昭和 54 年までの 1(W 年間で 58 ケ所と倍 以上にな     

昭和 h6 年度中には 83 ケ 所になる見込みであ る。 

また，民営ふ 化場の放流量，放流の 比率とも年々向上し ，今日の北海道の 

さ け 資源増大は，これら 民営ふ化場の 努力に負 う ところが大きい。 ( 表 1 , 

2 参照 ) 

一方， 道営 ふ化場も現在 4 文場となり，着実に 放流効果を上げている。 今 

や 北海道のさ け 資源は国・ 道 ・民が一体となってその 効果を発揮し ，高度安 
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定 が維持されている。 

北海道におけるふ 化事業の歴史は 100 年に及んでおり 国 ・ ミ ・民の分担は 

夫々特徴があ る。 国の 36 事業場は， 道 内各地の主要大河川に 配置され，道の 
4 ふ化場は，道面地域のセンター 的性格を持っものの ，民営ふ化場と 同様に 

国が分担する 以外の比較的小河川に 配置されている。 通常，民営ふ 化場の放 

流量は着実に 増大し，放流に 占める比率も 急上昇している。 従って，かつて 

北海道のさ け 資源は，国のふ 化場とごく一部の 道 営 ，民営のふ化場で 維持さ 

れていたものが ，昭和 49-5(@ 年頃 から急激に放流の 仕組みが変って 来たとい 

える。 すなわち 道営 ，民営の分担が 増大したことになり 今後もこの傾向が 拡 

大され，現行計画達成時には 民営ふ化場の 放流比率は 35.3% になる予定であ 

る 。 この ょう な放流の仕組みの 変化とブナ毛の 増加の間に関連があ るのでは   
なぜブナ毛が 多くなったのか     

北海道沿岸のさ け 来遊時期は，各海区で 若干の ズレ はあ るが，一般に 各 海 

区 共に初漁期にはギン 毛が多く，盛漁期以後は 次第にブナ毛が 多くなる。 近 

年は，海区によって 1 ケ月 近く漁期が遅れており ，そのうえ後期群の 比率が 

高くなる傾向があ るといわれる。 このような傾向は 当然種卵確保の 時期を遅 

らせることになり ，その結果さらに 漁期を遅らせて 回帰効率を低下させるば 

かりでなく，ブナ 毛の混入をさらに 助長するものと 憂慮されている。 

河川 そ 七群 は ついてみると ，河川によって 早期 群型 と後期 群型 があ り，一 

般には早期 群 型の河川の万がギン 毛でそ上するものが 多い傾向にあ る。 しか 

し，後期 群 型の河川でも 大河川では初期，盛期 群 にはギン毛が 多い。 小河川 

ではそ上が一般に 遅れ，早期 群 型でもギン毛の 混り方は少いか ，ほとんどが 

ブナ 毛 化したものがそ 上する傾向が 強い。 

流 程の長い大河川は 産卵湯が上流域にあ るため， そ 七群は上流の 産卵湯に 

到達出来るように 生理的にエネルギーを 保持して河川にそ 上し，小河川は 流 

程 が短く産卵場も 近いため，沿岸であ る程度成熟度が 進んでから河川にそ 上 

するという，自然界の 極めて巧みな 仕組みになっていると 考えられる。 従っ 

て ，大河川にそ 上する群は沿岸をギン 毛で通過するものが 多く，小河川群は 

沿岸で成熟度がかなり 進みブナ 毛 化してから河川に 入る傾向が強い。 

他地域で再生産され 通過して行く 群の漁獲を別にして ，すなわちその 地域 
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の 放流群の回帰魚を 沿岸で漁獲する 場合は，大河川の 放流 群 に依存する地域 

はギン毛が多く ，小河川の放流量が 多い場合はブナ 毛が多くなる。 

大河川の早期 群 放流が望ましいのは 当然であ るが，実態は 大河川の早期の 

ギン毛は蓄養の 困難性から親魚使用率が 低く，ややもすると 早期 群 が力， ト 

され，盛期 群 以降に依存する 傾向があ って，これも 漁期を遅らせる 原因につ 

ながっていると 考えられる。 

小河川について 見れば実験結果に 基づく理論ではないが ，小河川に早期群 

を放流した場合その 回帰年にはどうなるか。 そ 上期が早くなる 可能性はあ る 

が， そ 七群 が ギン毛でそ上するかというと ， さ けの本能的なものや 生理生態 

から見て，やはり 沿岸でブナ老化してから ( ブナ毛の度合は 変化するかも 知 

れないが ) 河川にそ上する 可能性が大きい。 しかもその回帰 群で 再生産を続 

けると小河川特有のブナ 毛でそ上する 可能性はさらに 強くなると考えられ 

る 0 

表 1 . 2 で見ると， 道 営及び民営ふ 化場の放流量と 比率は，昭和 49 年， 50 

年から著しく 増加している。 表 2 のさ けだ げについて見ても 昭和 45 年に比し ， 

近年の放流量は 著しく増加している。 特にブナ毛が 多くなったといわれる 根 

室 海区について 見ても同様で 表 3 の通           る 0 

この民営ふ化場の 放流が， 全 道的な回帰量の 増加に貢献していることは 明 

らかであ り，事実，新たな 民営ふ化場から 放流したその 河川のそ上が 著しく 

表 Ⅰ 施設 数と 稚魚の放流分担 ( さけ・ます合計 ) 
  

年 次 放流施設箇所数 @ 曲肱 り 云 Ⅰ 実 績 ( 百万屋 ) 

西暦昭和国営追首民営北海道 計国 直接公道及び 民 道及び民 の割合 

1970  45  41   24 464   56   
1971  46  41   23 722 633 89 12.3 

1972  47  38         64 12.7 

1973  48  38   37 546   86 15.8 

1974  49  37   46 548 439     
1975  50  37   54 876   258 29.5 

1976  51  37     574 428 146 25.4 

1977  52  37   51 752 576   23.4 

1978  53  37   54   580 228 28.2 

1979@ 54@ 37   58 948   346 36.5 
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表 2  さけ 稚魚の放流分担 

表 3  根室海区さけ 稚魚放流分担 
増加した例は 非常に多い。 

  ( 千軍 @  放 @ 荒業火             午 次 令 政 ・・， 云 ｜ 」 数 民営ふ化場民営の 割合 (%@  これらのふ化場は 

45     一 ・ニを除いて 殆 んどが小 

51 124.522 23.846   河川であ り，更にそのそ 七 

52 145.592               群が主としてブナ 毛によっ 

て 構成されていること ，ま 

た，今のところこれら 民営ふ化場の 収容卵は後期群の 中でも遅い卵の 移植に 

依存していた 傾向，等を考えると ，小河川を分担する 民営ふ化場からの 放流 

が，沿岸漁獲物のブナ 毛の増に密接に 関係していると 考えられる。 すなわち， 

地域漁業者の 努力によって 民営ふ化場が 拡充強化され ，その放流量も 増大し 

たことは，さげ 資源の増加に 大きく貢献したが ，その反面，後期 群 再生産の 

傾向と相さって 漁業者にとって 好ましくない ，ブナ毛の増加という 予期せざ 

る一面も現れたということがいえそうであ る。 

ブナ毛を滅らしギン 毛を増やすために 

さ けの資源量を 増やすためには ，ふ化放流技術の う えではブナ毛の 方が， 

畜 養が容易で採卵するのに 都合が良い。 しかし，漁業のためのふ 化放流であ 

るからブナ毛が 多くなることは ，美味なさげを 供給する面でも ，また無価の 

低下で漁家の 経済を左右する 面でも大きな 問題があ る。 

ブナ毛を減し ，ギン毛を増しかつ さけ 資源を増大させるにはど う したら 

良いか。 その方法を深ってみると ，現状のふ化放流体制の 中で次の様なこと 

が考えられる。 

l . 早期 群 ，盛期時のふ 化放流を強化する。 

近年のふ化放流は 漁業と河川 そ 上の関係から 一部の海区を 除 き ，後期 群依 

一 47 一 



存型 となっている。 海区によっては 漁期が 1 ケ月 近く遅れたといわれ ，ここ 

数年を見ても 明らかに盛漁期・ 終 漁期が遅れている。 これは北太平洋の 自然 

条件や沿岸の 水温等の影響を 勿論考慮する 必要があ るが，後期 群 依存型のふ 

化放流が悪循環を 生んでいることは 否定出来ない。 今までのところは ，後期 

群 依存型でも，自然条件とさけの 生態との関係では 回帰効率を下げることな 

く ，資源は確かに 増えて来た。 しかし，ここ 1 . 2 年の極端な後期 群 依存型 

の状態はもはや 限界と考えられる。 すなわち 12 月中旬すぎ以降の 卵から出た 

稚魚は自然条件に 対応し切れず ，ふ化効率も 悪く，回帰率の 向上は期待出来 

ない。 資源量を増す 面からも， これ以上後期 群 に片寄ったふ 化放流を続ける 

ことは危険性があ る。 ましてや漁期を 早めギン毛を 多くするためには ，より 

積極的に早期 群 ，盛期 群 中心のふ化放流をする 努力が必要であ り，早期 群 ・ 

盛期群の河川 そ 上の増加を漁業者自らが 考えなければしげない 時期に来たと 

  
河川にそ上する 早期 群は ギン毛が多く ，その 畜 養 は艶 かしく親魚の 使用率 

が悪い。 この傾向は特に 資源的に重要な 大河川で強く ，せっかくの 早期そ 上 

資源の一部を 力 ，ト する結果になっている。 このため， 畜 養施設の整備及び 

畜養技術の向上によって ，早期そ正親魚の 使用率を高めることが ，ギン幸造 

成のためには 早急に解決すべき 問題であ る。 

早期 群 ・盛期群からの 採卵量を増すために 海産卵の方法があ る。 早期海産 

親 魚からの採卵は 技術的には可能であ るが，事業規模の 採卵となると 経済的 

な 問題もあ って，盛漁期以降になる。 したがって，海産卵はあ くまでも河川 

そ 上の地域的事情を 考慮して，補助的手段として 考えるべぎであ る。 

2 . 南部地域の資源増大をはかる。 

日本来のさげの 回遊は，標識放流試験の 結果等からかなり 明らかになって 

おり，主として 沿岸沿いに南下している。 一部海区で獲れる メジヵ は本州系 

であ り，千歳 川糸 のさけと共にオホーツク 海区等，回遊で 通過する地域では 

みなギン毛の 状態で獲 れ ，その恩恵に 浴している。 さ けの回遊経路を 考慮し 

南部地域でふ 化放流量の増大を 図ることは，ギン 毛を増す有効な 方法であ り， 

さけ・ます別枠研究の 中でもテーマとして 検討されている。 

この方法は通過魚群を 獲るのであ るから，いくつかの 問題があ る。 根室海 

区の標 津 ・ 薫別 のように，地域の 回遊経路の末端ではこの 恩恵に浴すことは 

出来ない。 また，かなり 勝手な言い分に 聞えるが南部地域の 資源も当然増加 
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するから，本州について 見るとかなり 遅い時期の群が 獲れ ，すでに見られる 

よう に本州のさげが 北海道に移入されて 無価を混乱させる 原因になると ，い 

ろいろ批判も 出てくる。 勿論 先獲 りほついての 問題も付いて 廻る。 

5 . 放流方法の再検討 

今までの放流はさげ 資源を最大限に ，出来るだ け 早くふやすという 大命題 

で 努力を重ねてきた。 しかし，ブナ 手やギン毛の 問題がからむと ，単に効率 

の良いふ化放流だけでは 済まない。 大河川と小河川の 関係，地域の 状況を考 

慮して資源を 増しつつ， しかもギン毛の 比率を高めるよ う に放流の仕組みを 

変えてゆく必要があ る。 

先ず，大河川の 放流は，早期 群 ・盛期時に重点を 置いて放流量の 増大を図 

る 。 各海区夫々に 再生産の基幹河川となる 大河川があ り，これらには 全部国 

営のふ化場があ る。 しかし，従来は 国営ふ化場を 同一水系の新たな 場所に新 

設することは 難しく，一万民営ふ 化場は国営施設を 持つ水系を避けて 建設さ 

れてぎた。 近年は，国営ふ 化場の施設規模を 補い放流量を 増大するため ，同 

一河川に民営施設が 建設されている。 湧 別別 05 線 ， 斜 星川の天運， 西 別別 

のポンベッ ，常日川の置戸・ 福山，網走川の 相生，十勝川の 更 別 ，そして釧 

路 川 では計画中，という 状況であ る。 今のところ，これ 以外の大河川も 含め 

て放流過多の 現象は認められないし ，放流方法を 慎重に検討すれば ，さらに 

放流量を増大することは 可能であ る。 従って健全稚魚の 育成，放流時期の 調 

整，放流量の 増大を目的とした 飼育他を，出来れば 捕獲 場 近くに建設し ， 親 

急書 養 池も兼ねて早期時の 親 魚 確保のために 利用出来れば ，ブナ 毛 対策とし 

ても効果的な 方法といえる。 ギン毛の通過 群 に期待出来ない 根室海区中央部 

の標津川， 西別 川の地域ではこの 方法に頼らざるを 得ないから，単にギン 毛 

の増加だけでなく 資源 増 のためにも，早期 群 のそ上と畜養体制の 確立を図る 

必要があ る。 

次に小河川の 放流について 考えると，今までのべたことから ，ブナ 毛 増加 

の原因の一つになっていることは 否定出来ない。 しかし，ふ化事業の 目的で 

あ る資源を増すということでは ，再三のべたよ う に十分役割りを 果しており， 

今後もさらに 充実させる必要があ る。 ただし，ギン 毛を増すという 目的が加 

えられると，小河川にふ 化場を新設する 場合，広い視野に 立ち地域的特徴を 

十分考えて対応する 必要が出てくる。 

現在北海道の 民営ふ化場は ，昭和 56 年度の計画が 終ると 83 ケ 所に及び ，全 

49 @ 一 



道 のふ化用水としての 水資源は， 殆 んど手がつけられたと 見て良い。 今後は， 

ポンプ・ ァ ， プによ る以外に，ふ 化用水の確保は 困難であ ることを考えると ， 

さらにふ化場の 新設を考える よ りは，各地域が 協力して既存のふ 化場の老朽 

化したもの，水の 増量の可能なものについての 増改築を考えるべぎで ，いた 

ずらに箇所を 増すことはさげるべぎであ る。 ただ，えりも 以西の一部と 日本 

海 沿岸はふ化場が 少ないことから ，道南と併せて 南部地域の資源 増 という考 

え方で，必要な 用水が確保される 場合に限り，今後も 施設の増強を 図ること 

は意義があ る。 

おわりに 

最近増加したといわれるブナ 毛を減らし，ギン 毛を増すための 方法につい 

て，私なりの 意見を述べた。 まとめてみれば 基本的には早期 群 ・盛期 群 の 親 

魚を確保しこれを 中心としたふ 化放流を行 う ことが最も重要であ る。 次に 

資源を増す目的も 含めて，南部地域の 放流を増大して ，その通過辞をギン 毛 

で 獲る 。 大河川の放流を 民営ふ化場も 含めて最大限に 拡大する。 小河川につ 

いては，南部地域は 別として，ふ 化場の新設は 現状に止め，現存のふ 化場の 

質量の向上に 努める。 

以上述べたことは ，試験結果にもとづいた 意見ではなく ，経験から割り 出 

した，あ る側面からの 推論であ って，当然いろいろな 意見がでてくるべきで 

あ る。 

ギン毛をふやすことは ，さげ漁業の 経済面を左右する 重要な課題であ るか 

ら ，今後そのための 試験を実施する 必要があ る。 例えばギン毛でそ 上した 人 

河川の早期そ 七 群の卵を，いくつかの 小河川のふ化場に 収容放流して ，その 

回帰がどのように 変化するかといった 放流試験は，興味のあ る問題であ る。 

はたしてそ上期が 早まりギン毛でそ 上するか ? そ 上期は早まってもブナ 毛で 

そ 上するか ? また， そ 上期もブナ毛の 状態も従来と 変わらないか ? いろいろ 

な結果が予測されるが ，その結果によって 全道的に放流の 仕組みを検討して 

みる必要があ る。 

かつてギン毛の 蓄 養 が問題になった 時に，ブナ毛がそ 上するように 遺伝学 

的に淘汰をして 放流すれば，ブナ 毛で沿岸に来遊する よう になり，畜養は 容 

易になるといった 現実ばなれした 意見を出した 人がいた。 今度は逆に，ギン 

毛で早期に来遊させるために ，遺伝学的に 検討すべ き だという意見が 無い訳 
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ではない。 現状では後期群の 方が多いのが 悩みの種であ るが，この卵に 対し 

て早期時の雄の 精子を保存してお き ，それで受精させて 早期群の形質を 注入 

し，来遊時期を 早めて行くという 事も可能かも 知れない。 家畜の精子を 保存 

して受精させることは ，今日では常識になっている。 しかし， さ けの精子保 

存の技術はまだ 完成とはいえず ，難しく受精率も 低い。 また家畜の様に 1 度 

に 1 個 及至数 個の卵子が受精対象となるのとは 異なり， さ けの場合は 1 度に 

万単位の卵子を 受精させるので ，受精率も別な 意味を持ち，確度の 高いもの 

でなければ事業規模で 利用するのは 難しいとし ぅ 問題もあ る。 

今やさけの増殖事業は ，量の面では 計画達成の目途がたったといえる。 し 

かし，量が増すと 質の面や経済の 面にも配慮せざるを 得ず，ふ化放流につ い 

ても次の段階に 伺って再検討の 時期に入ったといえよう。 

( 社団法人，北海道さげ・ます 増殖事業協会技術顧問 ) 
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