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本号では平成 2年にきけ・ます放流100周年

を迎えた虹別事業場にスポットをあててミニ

特集を組んだ。本事業場及びその放流河川で

ある西別川は北海道東部のサケ資源を支える

基幹河川として重要な役割を果たしてきた

が，きらにさまぎまな魚類の生息する実験河

川として，様々な先進的調査研究が行われて

きたことも忘れてはならない。そこで，虹別

事業場及び西別川のもつ多彩な歴史的表情を

川越場長，真山生態研究室長並びに浦和主任

研究官に紹介いただいた。

北海道きけ・ますふ化場の元場長で現在北

洋合同株式会社顧問の小林哲夫氏には，ソ連

サハリン州で進められた日ソ合弁事業の生い

立ちとふ化場建設の経緯を紹介いただいた

が，現場に度々足を運んで直接指導きれた氏

の熱意に敬意を表すと共に，そこには我々の

学ぴとるものが多々あることが知れた。

事業部門に技術開発課が生まれて 3年にな

るが，現在北海道各地で様々な増殖技術試験

が行われている。今回はその中から，サケ稚

魚の海浜域直接放流試験の結果概要を戸叶生

産効率係長に紹介いただき，さらに天塩支場

の富樫専門官からは，健全な稚魚を育成する

ための養魚池の流速について報告していただ

いfこ。

シリーズ第 3弾として，サケ属魚類の発育

分析のための成長曲線の応用について帰山繁

殖制御室長に解説していただいた。さらに平

成元年度のきけ・ますふ化放流事業の概要を

野川事業管理係長に報告していただいた。

現在，多くの分野にわたって国際化の波が

確実におとずれている。国際的魚種であるサ

ケ科魚類を扱っているふ化放流事業も例外で

はない。その中で，幅広く情報を集め，確実

に内容を把握して発展につなげることが今の

ふ化場に求められているように思われる。そ

の意味でも，昨年10月に日米欧州、同研究者が

集まって行われた第15回サーモンセミナーは

意義深いものであった。そこで参加者の了解

を得て要約集を本号に掲載した。きらに，調

査課およひ、遠洋水産研究所研究員のご協力を

いただいてサケ科魚類の文献集と文献要約集

を今号にも掲載した。これらが複雑，多様化

したきけ・ます類の増殖に関する技術情報収

集に少しでも役立つことを念ずる。
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