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北海道におけるさ け ・ますふ化事業の 方向 

木 村 義 一 

1988 年北海道沿岸に 来遊したしろ ざ けは，終演までにはまだ 間のあ る 11 月中 

旬で 3,200 万尾を超え，史上最高となっていた 1985 年の 3,187 万尾を更新した。 

資源増大の成果は ，人工ふ化事業 100 年の結実にほかならないが ，順調な道程 

で 増え続けてきた 訳ではない。 おおよそ 80 年に及ぶ低迷の 末， 1970 年頃 を境 

として増えはじめ ，以来，急速な 増大傾向をたどって 資源が造成されてきた。 

この背景には ，戦後の混乱がようやく 落ちつきはじめた 1954 年から相次ぐ 計 

画によって実施されてきた 資源増大のための 施策があ った。 この施策はやが 

て本州にも及び ，全国的な資源増大をみることとなった。 このため，わが 国 

の 沿岸さけ漁獲量は ，かつては 500 万屋 (1.9 万トン ) にも満たなかったもの 

が， 1980 年代に入ると 2,000 万屋 (7.5 万トン ) に達し現在では 4,000 万屋 (15 

万トン ) をも超える規模となっている。 

一方， 1960 年代までわが 国におけるさ け ・ます供給の 主軸となっていた 北 

洋漁業が，国際的な 資源管理の進展によって 衰退し， 1980 年代に入ってから 

は 沿岸漁業にその 座を渡すこととなった。 更に， 1970 年代後半から 急速に増 

大してきたさ け ・ますの輸入は ， 10 年を待たず 5 万トンを超え ，現在では 10 

万トン規模となったことから ， わが国のさ け ・ます総供給量を 押し上げる結 

果となり，現在の 供給総量は 30 万トンを超える 木曽有の大量供給時代となっ 

ている。 

大量供給の結果，それまでの 食生活において 定着していた 高級，高価の 印 

象は崩れ， 日常食品としての 利用拡大と庶民化が 進み，生産者価格の 抑制， 

低下を招く一方で ， 多様化，高級化を 指向する消費者ニーズを 喚起する結果 

となっている。 そのため，供給安定と 漁業振興を果たすため ，国の基本政策 

としてすすめてきた 資源増大対策は ， 1983 年を終年度とした「さけ・ます 資 

源 増大計画」で 打ち切り ， 新たな方向での 事業推進を心要とする 段階を迎え 

ていた。 

このような背景から ，水産庁では 資源増大対策に 代 る 今後のさ け ・ます 資 

源造成の方向を ， 1985 年 1 月に「さけ・ます 増殖事業の展開方向」として 示 
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している。 その内容は ， ①需給動向を 見ながら安定供給と 漁業振興を図るべ 

きこと。 ②消費者ニーズの 変化に対応した 供給を図るべきこと。 ③そのため 

に品質の高いさけや 新魚種造成の 技術開発をすすめるべきこと。 ④漁業経済 

の向上を図り 民の活力導入を 一層すすめるとともに ，国の業務を 見直しつつ 

合理的効果的な 増殖事業を進めるべきこと。 が盛り込まれており ，新時代に 

おける恒久的な 安定維持をめざすプロローバとしている。 

一方，財政再建をめざす 行政改革では ， 1984 年に閣議決定で「各省庁の 組 

織，事務，事業の 見直し」が示され ，水産庁では 国の行うふ化事業の 見直し 

を行った。 この見直しは 委員会による「北海道さけ・ますふ 化場に関する 検 

計会」として ， 1986 年 8 月から 4 回にわたり検討された。 その結果は，「北海 

道さけ・ますふ 化場マネージメントレビュ 一報告書」として ， 1987 年 8 月に 

発表されている。 以下， その内容を摘記してみよう。 

1. 北海道における 事業の現状 

資源保護法によって 昭和 27 年，北海道さけ ，ますふ化場が 設立されて以来， 

国 では概ね 5 年ごとの計画をたて ， 同 ふ化場を中心に 事業を行ってきた。 そ 

の結果， しろ ざ けの資源水準は 飛躍的に向 - ヒし 世界に誇るべき 成果を生ん 

だ。 その要因の一つは ， 同 ふ化場の調査研究部門と 事業実施部門の 有機的連 

動が挙げられる。 この技術的成果は ，本州の事業成果の 基礎ともなっている。 

一方，民間協力も 大きく関与している。 事業量の分担と 増殖経費の負担は 年々 

増大し総経費の 6 割を超える状況となっている。 

2. 増殖事業の当面の 課題 

わが国のさ け ・ます増殖事業をとりまく 環境は，北洋漁業の 規制強化，輸入 

増加， 魚 価の低落，需要の 高級化，多様化が 指摘される。 資源の構成や 地域 

差にも問題が 指摘される。 また，事業の 実施体制でも 官民の役割分担の 明確 

化や事業の効率化，省力化などの 問題が指摘される。 

3. 増殖事業における 国の役割 

① 系統群の維持保全のためのふ 化放流 

② 資源培養のための 広域的な種卵移植 

③ 事業の効率化，省力化，資源の 質的向上等を 図るための調査研究，技 

術開発 

④ 需要に対応する 高品質資源の 造成 

⑤ 技術の民間への 定着を図るための 技術指導・普及 
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に 要約される。 

4. 北海道さけ・ますふ 化場の役割 

研究と事業実施が 一体となった 実証的事業展開が 不可欠であ り，現在のシ 

ステムを保持しつつ 役割を担 う 必要があ る。 事業では， 国 自らが「基幹河川 l 」 

でふ化放流事業を 行 い ，系統群の維持保全，広域的な 種卵供給等を 行 う 。 

5. 官民の役割分担 

国が基幹河川で 系統群の保全を 重点に事業を 行うのに対し 民は「一般河 

川及び沿岸域」で 地域資源の底上げ ，質的向上など ，漁業の生産性向上を 重 

点とした資源づくりを 行うべきであ る。 国は更に効率的生産技術の 開発をす 

すめ，民間への 技術指導と民間組織の 強化を図るべきであ る。 

6.  ( 日各 ) 

この報告書にもとづいて 1988 年以降その実現が 図られていくこととなる 

が，従来も官民が 協力し合ってすすめてきた 北海道のさ け ・ます増殖事業の 

実施にとって ， 何が変っていくのであ ろうか。 その一つは，恒久的な 資源の 

安定のために 系統群の維持保全を 強く打ち出し ， 国の役割の主軸としたこと 

から国は「基幹河川」における 事業を行うこととした 点であ ろう。 このため 

従来の 37 事業場のうち 基幹河川以外の 6 場を廃止することとなった。 この廃 

止は，実際には 混乱を避けるため ， 1988 年から 3 ヵ年程度の期間内で 終了す 

ることとしており ，その後は一般河川としての 運営を期待している。 一般 河 

Ⅲの運営は民の 役割となるが ， その多くは従来も 民間施設として 運営されて 

きた実績があ る。 また広域的な 種卵の供給は 国が行 う こととしているなど ， 

従来のように ，一元的な事業計画の 下で事業を実施する 限り実際の資源づく 

りは従来と著しい 違 いは 起らないはずであ る。 

民間への技術の 導入，指導の 点ではどうであ ろうか。 国では組織の 一部を 

廃止する一方で 技術開発，指導部門の 強化拡大を行っている。 このため。 事 

業の効率化を 中心に技術開発が 促進されるものと 期待されるし 更にこれら 

の結果も合せた 指導強化も実施される 筈であ る。 

この様な形態的な 観点から今後の 増殖事業を眺めると ，従来とさほど 変る 

とは考えられず ，従って ， 大きな混乱や 変革は起らないものとみられる。 し 

かし，最も特徴的なことは「役割分担」を 明確にした点であ り，今後の増殖 

事業において 最も重要な点であ ろう。 この役割分担は ， 国が資源の根幹的な 
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「系統群の維持保全」を 任務とするのに 対し，民は「漁業の 生産性向上を 重 

点とした資源づくり」を 役割としている。 これは従来，漁業資源の 維持培養 

は，基本的に 国の任務としてきた 理解を大きく 転換し経営に 必要な資源づ 

くりは民が自ら 行うこととした 訳であ る。 

さけ ・ますの漁業も ，資源が増え ，輸入が市場を 圧迫し，養殖 物 が市民権 

を 得る日 き代 となってくると ，資源の増大と 経営の安定は 連動しなくなってく 

る。 これらを背景とした 価格形成は逓減傾向の 中で次第に困難性が 増してく 

る。 この様な現状を 通して将来のさ け ・ます沿岸漁業の 安定を展望すると ， 

収獲量を増やすことだけでは 解決できないこととなる。 経営の合理化はもち 

ろんのこと，消費動向，流通事情，更には 国際的な見通しも 解析して経営の 

見通しを建てる 必要があ り，これらの 条件を加味して 資源づくりをすすめる 

必要が出てくる。 この様な方向は ，漁業者自らのビジョンであ り，従来のよ 

うに単に国に 往 かせた増殖事業計画では 充分な対応は 出来ないはずであ る。 

100 年を重ねた北海道のさ け ・ますふ化放流事業は ，次の 100 年に伺って， 

その体制を静かに 変えようとしている。 しかし， その 日 ざす方向は，遺伝的 

に 重要な系統群の 保存をより鮮明にした 生物学的な進化の 方向であ り， より 

計画的な漁業の 安定を自らの 役割として求める 経営的合理性の 発展というこ 

とが出来る。 この点でこれからの 増殖事業は，北海道の 開拓の庇護から ，本 

格的に自立への 一歩を踏み出したものといえるのではないだろうか。 

( 北海道さけ・ますふ 化場次長 ) 
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