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人 夜 (4) 話

一一一北海道鮎人工瞬化の現況と人聞の無知一一一 中 111.鳥渓風

i l，そりゃ主ちがってし、るよ c なるほ

どね人口 91l'f化と L、うやり)jl土確かiこj三.1;(::.

~Il'f化よりも卵?化ヰ.Z(主 L 、 L 、 ρ 、も女ILllJ;: 1.、。

しかしね。魚が~Il'fイヒ会すると L 、うことと

魚が747つということをゴ、ソチャに考える

といけなL、。併化はーつの過程であっ

て.ど‘れだけの数の紺，¥¥¥を何られるかと

いうことに市要なI;I;J心があるのだわ

つまり .1f XfJの設備と能力が附化事業に

f打IrLなlナhif，ij!y?化事業l土;立味がな

L、。 はっき Iハ、えば 100克附化 Lても日o
%殺してし主うような附化事業は志、味が

なL、。

bllをYwt1ヒしますから在、どもにこの川合

任してくれといって椛干IJと柄、するもの合

とってi手卵期の鮎合と， )ている!、川本があ

00 

~Itrhj)丘では~"rll JlI .よ:たJII. j， JlI. 

1'IJ別川. !'n尺 I，";:r~川などがその jL っとも it

るものであるがつっているのをみると

産卵鮎の肢を無残にもしぼり川して 1'11[' 

(精子〕を卵にかけるやり )jだが釣り人

の見るに耐えなL、ことィどやって L、る c，

1なだって生物と Lてl土人11'，jとI，'Jじもの

なんだぜο その脱会し ぼり /1¥すのだから

f主とで見ちゃいられな1.'Tn まあしか Lこ

11 11 仰liI'~， U)'h'í と l 、うし υ) ぐ L 、 t';\. 、 μ

えことに気をつル、〉て L、/ょらキリがえL、

といえばそれ支でだが.そのあとをみる

と. サι流水のIf'に人れて昨化を待つへ

それからが馬鹿なことだと L、うのだ〔

H併イヒ Lfこ幼魚;工ii3れるべき巣が之い/うる

ら安ftの地合求めて坊位するのだ(介入

っ!jv， Lの投げつ枚しである。犬X:'字的数

字つ主 1) メス 1FsにつL、て 2-<lO万)己の

幼魚が野良犬のごとく安u二の地をぷめな

くっちゃなら江l'-20)j(二17J力、:tたら

今の 11本の税金のよう tこ頭の11ril 、数に I~(

るだろう、数'jペ二';;;.，子が→料、ついて L、るの

その点天然~n化の鮎は 11 本の ;J(iij'i'、;:校

したγ:も川ていなL、が人II¥Jよ，)伸l巧/ニコ

つまり適)liな JJ~ と巣(つ主:) pi'tl31Jの環Ji己)

会選定 L て卵を Jn~ えにつげるがードij 所 i ニ

J 1:，むような馬鹿/t.まね~~( LなL、っ H力所

にも卵合I}f'そみつげらし Ir'j抑j(Jりにも jく.1.、

!切Ii'r]ィをか:-)'と〉かりいん1.'ろな干IJ.'，'，i，があ

るハ J也Ji売を)よ;く L.則1::1合j之くすること

によ i)唱えJjf!(のおはモヰ〈を少なく Lょうと

する本である。鮎;主1((1丘一攻繋の式部合

J J って L、必 L、からこれに代，hる子孫繁栄

の本if色合J、ト〉ているわi十です

こん江ことを イ十三 JJ~F(γ;:校ベコ大J戸合 /1'，

二[lil1亡の税金でl!jiなわ)lているHf呼(J')1 :' 

'J:>: iうゐ?、11fJ 、と L、うこと(土全くオドロべ
'- ，.~ 

l_' )7) ~J っ



3.1 

鮎はその無矢口を憐んでいるのだろう

か。その無知を恨んで泣いているのであ

ろうか。(今日何百尼附化Lてきたぞ.

|珂年はた漁Il¥j;主いなしだ)と床の'1:1で考

えているiR{師は(どうもありがとうのこ

のごろは人I/:jというやつがたくさん私達

の大好きな鮎の j七念行ーって杢とめて i~[ し

てくれるからありがたLらあの川の向へ

行げば鮎の fがたくさんいるよ η ふんな

IJこうではないか)というので艇や麟，

かじかがたくさん!t今まってきて鮎の幼魚、

会食ってしまうのはタiこも生[1らないの

.cふかにノ、?セ魚r'iU)f一生ftう生物;土無数

;二L、るのだべ

j;i')JIJJUJに魚lltどとる江と土tて札会して-

， 'ílj の人に魚~j~ とらす仕組みし おかしいぺ

(とるよ)と建て札，どするのなら絶体と

らさないのが法というものだ。この人y主

:1この)11の鮎U)JI;f~! PÏ:~ ~をするのだからと L 、

うのはjljl)il:，i二/，;らts:¥.、こと(主 1"，;己のと「ゴ

i) jこが， ¥.、ρ、なるJ1i!lI:lがJう〆ううとし(と

るIi.) とiliて札をする以 1'，--人もとら 3

正L、ょう h二L/~(;十 J L(ど jl; とし、うも υ) (土 ii

/1わJl/:n、行

治I11のj山J(，，'ii; JIIでは 'i'i:ljのタチしりよく

ない人!日iが卵'Hヒ示ILUというものを了(ノド勺℃

L、るがわ工っとはヵ、の)11とj主ったとこぞ〉

があるc つまり官、と、もでミの川の鮎会附

{ヒをしまずから p~lJrJ :1~J の鮎〈をとらしこく

れと L、って数人だか数:j'人が利l{i乞fYっ

て川会わがもの f互いこJ'ß.ii舞っているハ PU~IJ

魚[¥jtjご白分注少L、人I/:jだけで日由 M二とリ fニ

L 、とし、う ~If il~:: ，り ζ) 11 ~入人//:IごI[ L 

1， iJ L iir干IJ合 I']1<、さく:J11本の川合lfej'ぶ，J)

'ci' J塑から実権だ;十JH戴しようというわけー

だO 私は彼らの行状を知ってレるが， }II 

の管理に貢献しようという考えはあまり

ないようであり.もりろん知識なんか1~\

ちfTわせなL、人が多L、。他怨1;の人が涼卵

鮎をとりに行くと.同氏の税金によって

賄なわれている砦祭'1¥を{史って追っ払う

仕組みだ。 u:f;{j'.組{rt~l が(卵を:1\す主で

iニ死んだ鮎と科、 LC 1人にI"l1')己か会;切

りあて大型の鮎全集めて支1]やIXJ係)jl(li

i二jjt':tl¥ ~t ることになってし、るら L ¥.、。 lこ

れは官、(Jiu:1十日中三Lているがこの鮎はー

体だれが I~( んの怜利があっこれえるので
ι- ， 
c8〆コフ(

ぜコ支 i) (fll!のト)ワイロと L、うちので

なかんうかわ税i>.によって¥Ui，';(わ，!lてい

るtどもが!亨ニも jリイiこ，{1 'Jノう :rとっ

てし、るのどから[¥'史河口しL七ロと L、うへ

-y  __，"_ 
ど k わ

¥. '1) 吋ニオへへ合計 'i~ 7 51 i '.どさらん

としめていてもこれじゃあWi;こも劣るれ

どもである「 主さかより丈あたりがこんに

もの合うげとつ lごいる jフ;十じゃある主い

が. 11日平lU5年夏札i院のj丘Ijで創jU) fヒの

ことて、電話をかけたら5<:1j '(Il券子にやっ

ているんだろう o ;Jc産/日;の知ったことじ

ゃなし、 uコカ、ら/:c¥.、とのことだdυピハ

利日Ij川でしtヤクザのようなりjが鮎のカ

ラ掛けの腕章を売って制わっていたハそ

の代会の算定のfHJ処はどう Lて♀:加をき

ゐるのかと IlIJいたら， この金;よ月|呼化に裂

する 'l~}tJ になるのc.ん櫓より今 ~Qの )j

/)ソI.i，fi'1'(ρ1，、，う、 lllfJjt:Jに乙 d)fiと1，、 J 

.c ¥.、fこことが;らつにつつまりガラ JJiiJ;二



行くには腕章を売って姐わるヤケザのよ

うな男の生活費を払わなけれぽならない

仕組みで，腕章さえ買えI:f大きな顔をし

て禁漁中の鮎をガラ掛けできるようにな

っている。

川というものは国家の管理にあるもの

で，こんなヤクザのような男の生活権を

護るためにあるものじゃなく. ~ 、わんや

か1則の実を利用させるなどは当局者の肢

として笑ってす主せられるものではな

L、。

太j:何11のいI仁1ではi$Ji棚と同様jほ年チリ

メンコナゴと称して鮎の子や鰻の fをと

り，その数はiEに夫丈学的数字に)-がっ

ているη 一応学nnと経歴のある検J白Ciが

検査をして出荷するのだが. %!~iの子とは

書いていないη この hH:はどこまでもさ

かのほって追求すべきだ。鮎を了ーをとっ

九ゃあいけない法律があるはずだ。

戸iそ卵鮎の採J社iに問ーする北海道の規則も

-考を要する点がある η

fれはpjij)[J期にとるのが!京t¥lJだハ特に魚11

(士 l1f'魚であるから u年 3年と延命す

る例外もあるが)死んでしまう前にうん

ととる方がL、いn その当時は一年中行と

ら'IU二 i白わ~l て生jRする HJEí: JJ~L(が -fl:

守iーを終えて一年の楽 LJ;，.を味わう H寺でも

あり. U. ')i約 1)の佳tlliを多忙で味わえ

得なかった人のlIif-のレケリエーション

であり， J; ;fゴ L 、に美味なものをたべて~

J宅をとったりするお祭りの季節であるか

ら.一伐一獲百足のiIE本|ねながJり:Jjは11<)

家としてもf史'Hを111えねばなら/cいハ

このirt穫で鮎が絶滅するかというとそ
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うではない 1十1い請が東京湾の紗をみれ

ばいい内毎日何百万尾の紗が釣り[二げら

れているが，東京湾、の紗はふえる一方だ

とL、うハつまり人間のとる数量よりふえ

るよがが多L、環境の故であろう σ 環境の1ft

にはもちろん他生物のえさにならないこ

とも包含する。

だから北{jli道にお L 、て;工鮎 i 二 L 火、J~~rr

を与えて保獲したり幼f去をとらなL、よう

にしたり，生活条件をよく Lてやること

が第一要件で、JIIの汚染， Ct~林署の主く

lE薬.12家の科学肥料. r:場汚水など)

を|汚いだり思質者の青眼加里などから!?J.

合獲っ〈やることをまず考えなくつわや

ならなL、の

しからぱ~下二JJß をどうしたらよいかο

fRのことは魚、に任寸方がよ L、。天文学

的数字の幼魚、の人工育成の必要はないσ

なし得れば産卵保護の目的で一応産卵

期の鮎の大部分をとってしまった十月 111

11Jくらい以|阜の鮎をとらさないことにす

ればよしのその以後の卵は幼魚、になっに

ころウグイやかぢかなど害魚、にねらわれ

/c ~、 L. --1，[、鮎をほしいだけとった人;土

あまり川iこ米ないからi1-;1工よく行なわ.Tl

ることであろうヶ

な h;i市だが栄ベコ制.れJりなどで人

U'tlがし、かはとおli¥をとろうと鮎を絶滅する

ことはなし、生物には符l峡保存という本

flEがあって人口¥Jも他の生物もた休その本

iEのハタラキは大fnJ小兵であるつ

ただし川111両の小さい 111で;土制.J45よと

を禁止しなくちゃあぷらなL、。それ(土川

，J)険会jザsのためであるの



36 

品が!J九i

H与期の魚魚lをもとらさないでで、幼魚魚、4合三たくさ

んれ件}ようとする努力も，翌年春のコ十ゴ

網で一網打尽に川に一銭の税金も払わな

L、漁師が素知らぬJ狛をしてとってし支う

のが現状だη

また人工1昨{ヒした幼魚、はほとんどほヵ、

の生物のえきになって L主うのが現況

十三

たかが 11120尼カミ:iOJ'e.の友釣りをする

人から入訂作?をとっているヵ:コイツは司、

、Liだ(

，;'li/l f-_仙の多少はその作のゆきど(f;)えの

多少とlI!j期的な年てどうげるヰくが多いよ

うだハそれはとりとL!にfゴさす¥ゆきどl十

i二よる tU;Jc のw 人による幼ftその死~.伐と iÍlj

i下生日11'のはかのぺ:物か九日〉純;与が|弘Ifi0 
!"r-~L つようだのこの消点泊、ら魚lli を諮る )j

ìl~が J7えられな(ナればならないの

|Jlifiに人るが1"1)佐中の魚停の )(1:¥i';:1主両部、

であるc、また遡 L初期の科i魚川1Ili)i'L:土{ま

かの川の!lzW用とするならばこhは)r¥-j ~l1f 

"工jjl)だ。二リ日につきこの宅!i -~è.; ピリオド

ヤマベはいつ釣るとおもしろいか

'J)e 1.、司、 L 、と L 、~) て{l、J主l土家のIJHi) ;二'-q

Jうべ、つ l 工 L 、 \\~υ〉ようになっ亡し、る市街J也

の'1'で，マッチ箱のような家の11'にし、て

イii火をたき， 新をくべ叫こ仰(でワ主のl1i'i1.、そ

のドでいたずらに縦i主っているが、貯111

のj主流をみえ;えJlI:土せせりぎのi白:も i}十

ら:干に ;)cがとけてiridl，i{j'1リjな大気;工時

々にる1助光の11';二jhit~、 iまはえふを i子べて

いる(そこ:;t')判イLを，iri:illll¥とする-t1(;1廿;の存

のヤマへが;土ねて f1-こんでいるハそこに

は二度三度のご飯より大切な栄設元つま

り包含酸素量が懸かである。どうして人

セはこの円安素を求めて野や山に111ないの

であろう。栄養のお料理の講習でウルサ

イ先生もこの冬に最も必要な栄養元のこ

とや太陽光線のことをいう人は少ない。

魚を取る時期はもちろんほかのリンコ¥や

ミカンなどと同じくその定卵期でしょ

うη だがしかし. 1.(1，をj:守る釣 i)1床のいい

のは滋卵期ではないようですn

魚1d'')る釣り味のいいのはその機刺た

る体力のti:なるIl!jですれヤマベでいえば

生まれた翌年の欣.または翌々千l'の1HZ
でしょう n 鮎でいえば始筆の大きさくら

いになったH!i'の友釣りでしょうヶヒラメ

ススキ.ブリ.タイ.アブラこ1 カレイ

門そ，マス， フナ， コイいす、れも釣りら|ょ

のいいのはその:11なる11なですれ生支，}lた

司王11のfpのヤマベ， 立のヤマベ. 早朝i作

集をなして盛んに微生物やノj、動物をあさ

っている鮎をやjびき釣ったとカヘ 行もし

ろかったなどという人はもむろん釣りの

1\のおもしろさや~のわからない人であ

るとや[¥1叫が言したいハそれはなぜか，こ

の称の f~~(.主人間で例えれば成人f下帥に注

していないきわめて幼科fなものの分，)[)も

なにもわからないころです(その約 i)味

J、あたかも正unのごとくな~~~{:L、達には可

憐でさえあるバこんなものを釣って一体

なにが hもしろいんだと強調 LたL、次

に;土!情。IJ期の魚です(ぷ卵i二夢't':こJなっ

こいる魚合的ったって-休なiこがおもし

らいんだと l呼ひ、たLもなかんずく川の'4'

のマスのfJi'!古事H1i)起こして、卵を殺 Lた



/.その J)/~でヤマベを3りつて引 I~':j 々の人の

が、っぺたをなぐりつけてやりたL、衝動に

駆られることもしばしばであるのヤマベ

の釣り味のよさを述べて見ましょう。

γマベ釣りの味の佳い時期か I年に:¥

問ある。それは冬をはさんで春秋の 2同

と，夏の冷水閤を好んでいる悲敏なヤマ

ベを釣るのはまことに楽 Lいので「。そ

の釣り味は格別な風担を持っていますハ

大型ヤマベに対しては自在日の E鈎， I J、l円

ヤマベには蚊鈎を用いますわえさをつけ

ないで技{雨で釣ったというなんとも L、ぇ

江い悦びと /-'.I'II'，なヤマベのかかりよLf7 

がなんとも L、えない魅力です L(;鈎も蚊

タパ〉わょっと111T~与を受けれぽ素人でも的

ip_に1'Fhるものですっがjり技も簡単に会

ドトできますの 1去は~/'f"にノu市の慌をNな

がらわがまま勝子JIir来半分の人生を送

ってきた男ですが，鯛司チヌ， ブリ， ヒラ

メ司 スズキ，アユ，ヤマベ司フナ，コイなん

でもござれで今 1]まで過しまし たが.ヤ

マベ約 :)υ、t-.の釣 1)I氷の佳さのある釣り

はないと勝手な考えをもっており主すの

困った時は戦線を拡大せよ

将棋や碁でよく{史hれる弓葉であるわ

自然界におL、ては.その機能が情jEをeiJと

〉とするらしいカ、 ç~ ， Jノ〈士、lに栴j:!i会fiる 1-.

i二機能のことを考える必要がありこのJli!

!況が恨氏になってこの言葉が可能ド/:をも

ってくるヶ }'J:) t二I礼、てi土j;ぐjれたくなる

んー

(11 ェサを変える(

i2 釣 i))j ~ど変える八

却場 所 を変えるο
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(十時!日J~ど変える"

(51 釣る目的の魚を変える η

などによって釣り目的を達成しようとす

るのが例であるの戦線を拡大するという

ことは，拡大してその問に優勝劣敗の機

会合掴むという手段に過ぎなL、。古来戦

略家といわれ刊略に優れた出正成が「正

成一人生きていると問こしめき if，必

ず、|叶天の ['1あらむと思召され御安心下さ

L、」ときっぱり L、つf二と聞かさJ，て L、る

がどうしてj奈川で死んで L支うと決心 L

fこかは良くわからぬながらも. この1.5念

の強さ.識見に;土宗数自ZJ心の支えや鍛練

があり.自分の能力をよく知っていたよ

うにも思われるわ がJりの|吐界においても

人生においても|剥った[])y(11波紋を拡大す

るという白信が114-ましいと考えるもので

あるハ戦線をJ仏大すると一口にいっても

その内悔は広L、。士主見の拡大.立f.i謀略

の拡大， I侍I:Jj的効県の拡大， J也形のJ広大

1妥{川守二の拡大手そ，その人の個性と智能

によって L 、ろいろな方法がある~ illii頼利

子j百hE.時臣秀吉や織田信長， ~ヒ条早雲

の幕僚のr1-'にはこの拡大能力の優れた人

がL、たように忠、われるが，そのrt'被i二dJ£

る主人公自身がjド凡であったと思うろ I'，';j

杉 ~lHI: らも r. r-であったと思う〔お隣 i)

の中国では始皇帝，太公望.諸蔦孔ゆJ，

(1市東.同ifーでは十ポレオン.シーザ

ーなどが卜.千であったと思う σ 科学がど

んどん進んで文化が向上し， 1ビ比例して

111:界の'1'がどんどん変わってiiくぺ今日

では風俗宵慣(つまり土に|河ずるもの)

と刊力だけが同J立を形勢しているが， 11 
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本の向って行く lìíj;主の qt\ ，，~l の J広大の主体

は何であろうかハそ h:J恐らくは科学'と

工業であろうわ lヨ待11;誌に{，主う何百 17? の~;:

を科学と工来ーの振興に代う必要があるわ

政府が出さねば， 1 1;11 ¥: ;'s引を起こしてで

も確保する必要がある(

9際化場周辺の水

まず結論~~r-Pllh;[ ;，二/う、川!rょう p

卵?化i坊の)川;U()) ;J: (.t !，'j ;YIJな魚のすu/j(

にしてもらいたL、「そ L て主 fこ行k~_r'~、う

なればi寝izh i) ， i). ì'占!~あ i) I <~I， ~， It~l あ

り淵あり， j'jら!?:な 11:t!l'fiiIEであっても

らいたいの山内凶行削もMえてもらいた

し、。それは ìl:~1 ~~bl 林が L 、い(その巾に服

として生くる附{ヒJ坊に疋!いと丸心、とf+'下'
の*11'を訪っても九L、たいものだ(

\~-~:: sv:の;J(IJ 1き，;希う '1'之):，'j

桜桐樺{トlJJJV{! i主 1~ll

人ノ11 ょ ι 九 h ん徒'Jjの~~院に似て L 、

る o だがし β過しただ 1'('. なる íJ."万円;{，~積で

あっわやあ五、l床がなL、r， そこに王制が一

本立j((ぐj泊ってL、て(111!むの k:tlllがすくす

くとノi:.nしてい iJ:(-t-.Il i工立I沫がないr I氷

河/:c¥.、と i土このような I.MUMc¥.、ことで

ある「人事i[の引っ凡(.r)ばさはこの L副主了

11 "料ドニ Lて行く 1..;二こよなき興奮剤℃

あり，中IW;~でもある(こ，hl 士:flUA とも J云

:) I_jJlJとも/ムこってそのItitlJ花;工その人の機

f12 がfI，~)古を i )~'Áとするぷ l刈となるの役所(t

i]i:も 1"Jじことで ιわる寸好の|幾fiEがf!土!り[

υ) tN});~ ，，~けた〉じする " V~ '1 'l' /~( ~ ¥ l、Jjでl土i'，t

!引はサラリーをもらうための機1\~J; 二)@2'

;I~C \~、と L 、うこと -(itHlï乍らんと L 、うわ(-)-

だc あらゆる千TipiEな人材会選 1)，それ合

ぺ主に組み合わせ一本の大きな制に Lて

4 人の力で曳ぎきれないものを引っぱり

捌みきれないものを桝み運用する機閃で

なくつわやあ相ならんの rt，UR:りしていて

勤まるものじゃあなL、。広大な地所を都

心の近く.そして部開のないところに抗一

つ氷の殿常.水の主催者の居所は科学の

粋を集めた荘厳なる施設をおっているヨ

とを誇りと LてもらL、たい(

浄化11宝仙，あるいは近隣の山からの誠

心によって魚のruts7]c/J、L、かにあるべき

かをノ1;1唆しても c.)l 、たいハ

今日機関誌(魚と卵)を読ましてもら

ったが， 事業l二1叫にI1己中ftのことがTt-.;:l、て

あったの j尼靴ii {，i[ も千ì::~~場;工カ‘りではな

L、わさすがに政治の'1'似ぷ政明トーには1ft

靴はみられなL、のだが一皮むけばil己靴だ

らけである r 11にみえるところはなるほ

ど'，'t!níJl糾ト I~i まかりで泥靴のドの字もみえ

j包L、が， 1Iに Jなえないとこん;土刊己判tだら

げである1) IH?Tの人は物を向はないから

あからさ主にiJe靴をllli写 Lているだけの

;-jriである内 f!、はこの，i己完にホホエマシサ

を FL~ じた(t冬 W~ この方卜fj' f，I~A!. ilil: ~fì も

in: t iJt靴だらけであると!断ずるのはfL-

人で (1もある主¥.'0 

こfl(土 L均'L/;-の 11本だけのことでl土

ないわ [31:約i)の，l' tf~1 (/)一:1司史. ノミ11，1誌を

人てふ. 主に 11本のliJIミ1たなλても|斗じこ

とiJ日ftの'1':二アヱ i'/，、るのが人制のミ

ニケ f犯である{

アメリカハ!昨!と， ソビエトの!村リ土:.:02
114 の JWd~ ， ブランスの府1;1た1三くこのハン



チョウ会 11: でなしらこれ会また刷~I却で

し、うなら;五選挙の巣，話しゃ. 与立野党の

こと:上ともかくとして， 1"] IJ iこI"J松. シ

メ iiifJi)，をしてお正月会万ぐ、の fl一度市内

のゴミ箱ド;](企?なればよくわヵ、るハそこ

には*灯、J'袴のIゴrEJJ気分は砕をiw:うJr、12二

にdljちているハ -/支11[ I Jを眺 めて人ょ

うハそこには廃棄物のドス，'，1れ、流れが百

イド L二百年も伝11:))を矢IJiユバ:n、でし、るハ

そこにはy)日11;¥i' IIP、う人は・人もいないよ

うである c

IJnd日本!w

今れは i主流'~，沌起動に 11 伐心，訂作 L 、て

いるがこの努力はタピぬ支でがel.、てもなん

ら'支払、がたL、治、も知JhなL、。 だがしかし

人'i，こは!ttf，!y)¥，'にことは宇っし IjこL、と Id'l、

亡L、る βミ lう夜、のJjつXが (1投iit)I"Jかの

桝)0ì~({Jと〉じすることと{占じている。も

ともと川で lf白'íI階1喰童 b加加l日JI引F.~を:む了 H~ う以を沢 11山|川iいυの)1川i 

で矧察 Lてi↑'11'仙、)1市!f内{11縦をf口、j1i」二九ν

とした利刺|怜tおi&-(jらう.)たカが1今 AづJレII以IIJυ一i住し ζi主

iお71L企，つi疋〆〉 うとL 、う}険堤+1耳iこF作生t七一三'，1とL た。 在、(主

あえて.iffi瓦 Lたい ρ まずイ Id.'f) 1 [の4えを諾

ってもら~ '¥ /'こし、。イ Ij'.'J) 11のドj定l工恐らく

はiMrr'ì米〈 lij-物がYxì~Q Lていることと信

ずる。

ri1'，j: )11 に J1~ ~~~2 ， I )~引 ici ;J(. ド点在~íf!t l 

込まなL、法律をl泣げてもドバ、たL、o F¥'I'1ょ

'~Jが 111 に 111 薬;J:jn~ くよめ (lÎ ニ守よ l時!日j(ド)ì ニ Î'げ

jlj ずる文~i_~ì Id:-とらせてしらいたL、。

まず附化~~)，'iJ)ll の川会，\~にj￥えず処 i丘

4ごしてこれ~ 全j註 iこ，全国..二 ~I'{ イli L外国

/わら /c 乙日ど 11 本 U)Wriヒ jJ/~ :上と問11クt'i~'l i: 

るようにしてもらL、flぜ、o ~~ i'1仁川ペニス

:;y 

と11子;どれる liiJにベニスに勝る;j，の殿堂を

作ってもらいたL、c

，((~ (工物を食べて糞をする。これは魚だ

けではなくあらゆる生物がそうである c

これを知らない人， I立i知 L沿い人が学白

の'1'にも技自IJのrt'iこもいることを夜、(主不

思議に思っている η もし赤ん坊に 10'手Lを

別!えることを矢1Iってオムツ〈どかえない 1;.:

I)~ 1.、JLゴ馬鹿だというだろう。否馬鹿な

失もこん/t..ことくらL、は矢1Iっているc さ

て長，\~J坊をみて加わるとほとんどこの糞

のこと会考えていないから不，思議だ。こ

れはとういうことなのρ、といっても在、は

前会ひねっているわ

I肥料t 合 l~i( う段階のその以 IÎÎi の人述であ

ろう均、また n すれ:í，利i 魚 i;)J:魚の J~1

J .i'i:i:，r[ 'l.:i H t，人 1 化;工か i) 三はない 0

}，(i，(主瓜よ:-)';Il :工 Hf'åでもよ~f~l J権 LIJJ 

る。天然附化のニシンの産床がここ百年

くらL、の[!Jjiこ北['，し つつあるのし土必らず

しも水I1日lのみではないと官、は与えてい

る。 4tI1. つまり包合i包類それにf15なう

プラン 7 トン.あるいは{jui"liなどが必須

要項ではなかろうかc 幼魚の死滅は必ら

r しも 'J;. ，(立 XljrJii どかりがその原 I~I で:.tな

かろう。J!If床をぷめる親1引の北上の)副社

も調査する必要があり対策を"持じなく九

千あならなL、。

も L，i':i-jlJされる度合いの少ないj也j成

(例えi主l立訂正¥111の立待岬， ソよ11[なと) ;こ

恨{十魚の長魚場合天然のifjj'1'にi'F1)'占μ

魚、からがJ;魚、を護ったなら;王必らず立大な

1HIIi.(¥合ゴ1¥うことが、で左右とf!、(引所{，¥ I 

てL、る Jメ， こJ14f-Jコのホイントにして
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北海道全域に 265の海の養魚場を作った

らいかがであろう。少しは目の醒める人

もIl:lてくるから.北海道の水を利用する

淡JJ¥.;魚、虹鱒年産40万トνも夢ではない(一

年魚)。

海では海誌を大切に L必くちゃならな

L、。

i!rj必こそ瓶魚類の生活に欠くことので

きないものである。 はその生物に植物の生

編

fゴkい冬から111H瓜されてようやく防光がまぶL

く見られるようになった。今年l土咋融けが早い

ようで，イ_1狩川などハンランのfιIIfkにさらされ

新聞等でI-ft.くも紙l古iをにぎわしている。いつも

のことながら悩みは今だに解決されないよう

J-ご
k 。

、'i!必もこjしから新年伐を迎えるわけだがう工心

作河川に多数の施設をもっており，なんとかそ

の彼害をlii小限度にくし、11-めたいものだ、利if.(l

も j宇泌jtJjに入っており安全1;:1' i n)"を出~!って 11 ーまな

L、バ

(J3月191'1 北水研の大短所長が永眠された。

il;がなかったらどういうことになるか.

その例はサハラ砂漠に行かなくとも白か

ら明らかである。水の中に含む合包酸素

設が魚類やその飼料のプランクトンに不

可欠のものであることを忘れわべっし、げな

L、。

川の汚染のことに思いを馳せれぽ所長

が来ればすぐ椅麗になる泥靴|問答なんか

物の数ではない(

集 f麦 戸レ==ロ

出張先のこととてまた新年度な迎える欠先きこ

ととてまことに惜しい);をうたったものだ。日ソ

問題でも北水研の役割はまことに大きし大垣

所長のこれに対する功総も多大なものがあっ

たこの功総に士、jし派く敬芯を)<するとともに，

1¥の御呉川を心からお祈りする次第である。

。本 5J に北水初i の IÌÍJ所長大J~~j氏から、東京付近

の遊漁繁J11記、を般いたっ釣の大家としての氏

の{fFはまことに|雨1"1くl涜まれ，なるほどとうな

づかれる点も多く， litJ品を新たにする 1文であ

る。 d心力、らお礼IIJしl-:_I-j'ま-;-0 

i魚と明日」編集委員会

tE林'}i務rr 秋)主鉄之 技術交員大東伯

~'~H'Jlï労rú 佐 々 木 Iι うた 技術交員大臣持延

札~見市中の品 (TEL 向 211 ) 

)C 1 J 
北海道さけ・ま産すふ化j易場

場o:tと ご二 16〈 健 犬北海道立水 脈化場
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