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「道の道とすべきは常の道にあらずム老子

の，;虫きではないが，人間の栄枯盛衰はまた地

球の生物の進化の過程と同じように，ある集

I刊の繁栄はその集凶の絶滅への序章にすぎ

ず，新たな集問の誕生への子告なのかも知れ

ない人間にとって科学とはなにか」の中

で湯川秀樹博 f:は，科学は絶対的なものでは

決しでなく I科学の相対主義化」を提唱さ

れておられるー人間の英知が作り出す科学技

体jもそうであってほしい。

さて I魚、と叶JJ は本号よりさけ・ますふ

化放流技術に関する科学技術情報誌として生

まれ安わった.それを記念して表紙のイラス

トもえ場調奇課の真山生態研究'卒長の原凶に

よる“跳躍する"サケに変わったO

本5Jーでは，マリン・ランチング計i由iが終了

し，サクラマス増殖技術の体系化が成された

ことから，サクラマスの特集号とした.まず

最初に，r1; 1t資源研究宗長からは10年|日j続い

たマリン・ランチング計画の成果について概

説していただいた.次に， rf山牛態研究室長

にはサクラマスの't.態全般にわたり解説して

いただき，特に各集!寸lの遺伝的特性を充分配

慮したサクラマス増殖事業の展開が重要であ

るという指摘をいただした O

i作暮，当場へ研修にこられたチリ同のエス

タイさんとその奥さんグァルダさんからは，

当坊のゼミナールで話された日本産サクラマ

スのチリ凶凶帰について伴研究員の訳文にて

紹介していただいた 北半球生まれのサクラ

マスが南半球でどのように定着するのか，母

5かな たま二

川刷り込みのメカニズムと併せてきわめて興

味深い内容である.また，滋賀県水産試験場

の藤|刈さんにはめずらしい琵琶湖産ピワマス

の生活史について紹介していただいた.サケ

属魚類の中でサクラマス君干の変異性はきわめ

て特異的であり，その分類についてはまだ

種々の問題点を抱えており，それらの解決の

一助として氏の今後の研究に期待したい.

技術開発に関連して，まず，当場十勝支場

の長谷川技官からは，サケ仔魚、期のふ化管理

技術に関連して養魚、地の新たな基質材ヘチマ

ロンの利用について報告していただいた.ま

た，戸叶生産効率係長と八木沢根室事業場長

からは揚水ポンプの省エネ装置インバータと

効率的な飼育池曳網の作成方法について紹介

していただいた.内容については残された課

題がまだ多くありそうであるが，このような

現場に密着したテーマが「魚と卵」に今後と

も数多く載ることを期待したいー

帰山主任研究官からは，前号に引き続きサ

ケ属魚類の発育と成長，特にサケの発育段階

について概説いただいた.また，清水研究員

からは調資船上で知り合ったシェルシュネフ

博士からの聞込みによるソ連極東沿岸のサ

ケ・マス資源の再生産について紹介された

サケ・マスに関する研究と技術の情報につ

いて，消費流通の現状を漁連の青木主任に，

昭和63年度のふ化放流事業の概要を石黒字業

管理係長に報告していただくとともに，浦和

主任研究官と遠洋水産研究所の東研究員から

は昭和田年に日本で公表されたサケ科魚類の

文献について紹介していただいた。さらに，

調査課職員の協力により，最新の文献情報を

要約集として巻末に抱載した。

(M. K.) 
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