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; ソ連漁業視察団に参加して〈I〉 ; 

荒井定治 i

第 3回ソ連漁業視察団一行 7名は 7月

24日稚内市に集合し翌25日早朝水産庁調

査船北光丸に乗船し一路サハリン・ネベ

リスグ(本斗〕に向け出発した。同日夕

刻ネベリスクに到着し，入国の諸手続を

済ませた後ソ連漁業船に移乗した。

視察はカリーニン養魚、場を皮切りにサ

ハリンよりオホーツクさらにカムチヤツ

カ半島西海岸に移動し一行中 4名(松

下，花村，甲藤，小泉〕はチンローカム

チヤツカ支所， クリリスキー魚類観測所

の視察を最後にネベリスクを経由して 8

月27日，先に帰国したが他の 3名(高

橋，荒井，油僑〕はさらにクリリスキー

魚類観測所に滞在しオゼルナヤ河からク

リール湖への鮭鱒の湖上状況を観測する

とともにクリール湖ならびに付近の天然、

産卵場を調査した後ネベリスクを経由し

9月27日帰国した。

この間のソ連滞在は 4名が31日間， 3 

名が64日間であるが所見を要約すれば次

のごとくである。

l.日本側視察団に与えられたソ連側の

配慮は乗船，宿泊所，食糧， 自動車，

乗馬など至れり尽せりで，辺訪日なクリ

リスキー魚類観測所における長期滞在

に際しては滞在中オ vヒ、ルナヤ・コンビ

ナ←トの職員，通訳，医自111，.)イドを

派遣してくれ， また向上視察に当って

もすべて暖かく親切に接待してくれた

こと，ならびに資料の蒐集に便宜を与

えてくれたことに対し感謝の意を表す

次第である。

2. 視察に当り各地において相当突込ん

だ質問をな L，また質問書を提出して

回答を求めたこともあったが， ソ連側

は洗いざらいみてくれといわんばかり

の態度で可成り詳細な回答のあったこ

とは注目すべきであり， ことにオゼル

ナヤ系ベにざけに関する多数の資料に

ついては， ソ側国別委員部から正式に

提出されたものでない点を配慮すれ

ば，総合的な理論構成の要素として吸

収することを建前とし，委員会などに

おいて個々の事例につき引用，反駁す

るがごときことは避くべきであろう。

なお， クリール湖およびオゼルナヤ系

ベにざけに関する資料を普遍的なもの

として他に適用することは正しくない

旨ソ側担当者は再三強調していた。

3. 視察個所はサハリン・オホーツクお

よびカムチヤツカ西海岸の特定個所に

|浪られており，特にカムチヤツカ全域

についての状況は不明であるがソ連側

は鮭鱒資源特に樺太鱒減少の深刻さを

われわれ視察団に認識せしめるため非

常な努力を払っており，いたるところ

C鮭鱒資源維持培養の必要性を強調し

ていた。

〔鮭鱒漁業の合理的運営，鱒漁の 3



14 

~5 年間の禁漁，再生産の緊急性な

と、について強調するとこゐがあっ

た。)

4. サハリンにおいては特に日本泌鱒漁

業および鰍Nl刺網漁業について非常に

関心を持っていた。

5. ソ連の研究は今まで鮭鱒資源の許制

f'iWJをH的としていたが最近再生席の

研究に切換えられたようであり，再生

庄のためには沖合漁業の合理化により

必要親魚数を湖河せしめなければなら

ないとの見解を持っているが，また-

)j法としてチンローの否定的態度にも

かかわらず，カムチヤツカに相当数の

鮭鱒人口l呼化場を1965年ーまでに建設す

る)j針をとったとの説明があった。

またサハリンにおいては 7カ年計画

に基づき，すでに鮭鱒人工併化場を増

設中であった。

6. ソ連はカムチヤツカ開発に力を入れ

工場施設，学校，病院などの建設に努

)Jしていることが税われる。また魚、工

場については完全稼働の状態にあると

みられるが，鮭鱒の漁獲減少に伴ない

ニシン， タラ，カレイ， コマイなどの

漁業開発に懸命の努力を払うとともに

製品改良にも意、を用い盛んに冷蔵庫の

増設を進め多角的経営に切換えつつあ

るようである。

7 鮭鱒の制傷， 4iに針傷につL、てはサ

ンブ。ルをノFされたが今までより減少し

ているとのことで，あまり強い苦言は

なかったが，漁業関係者は依然相当な

関心を示 Lている"

日 最t鱒U)宮魚と目され℃いるオシヨjJ

コマの駆除につL、てはさ1;該漁獲に文、n
℃奨励金をIl::¥して冬閑期にior川内にお

いて曳網により数凶漁獲する程度で村

に行なわれてはいないようであるけ

9. オゼルナヤ101およびクリ F ル湖tニつ

いてはソ速が如何に紅鮭資源維持のた

めにこれが研究と天然;のままの好産卵

場の保護に努力しているかをみせつけ

られたがソ連側の意凶もここにあった

のではないだろうかο [Cl下，研究室の

噌設を進めており，オセルナヤIHJから

ヘリコプターにより資材を運搬しつつ

あったが観測所のエコーロワ女史も生

物学者としてこの辺部なところで紅剣

とともにすでに10年暮しているが， こ

のようなことは初めてであるとレって

L、fこO

げ) 洲J:親魚数については紅鮭資源料i:

持のため毎年 200万尾ネ以上をクリ

ール湖へ送り込みたし、と強調してい
マ p

ド~O

持ラグーノプ支所長談 (8月14日およひ、8

月17日)

参考エゴーロワ女史談 200~250Jj尾

~ 8月19日)

セムコ氏談 250~300万件;

(8月22日)

今年の紅鮭の湖上状況は河川の水

量が多いためか遅れがちであり， し

たがって産卵も遅れているとのこと

である。

伸 計数柵による遡上数は 9月1211現

在約155万尾であり，従来52十魚が

主体であったが今年は 42十魚、が]:

体となり丁度逆の比率になっている

由で海上漁獲とあわせ考察すれば興

味ある結果が得られると忠われるの

け 今年の降下稚魚数につL、ては全数

μi数を村なっていないため斗!位程度

の降下というだけで推定方法，推定



量じついても納得のし、く説明は得ら

*Lなカミったρ

(ニ) 網傷については例年より少伝いと

のことであるが見たところ傷の状況

は従来見られたネットマークに加え

て削傷と思われるものが増えている

かに感ぜ、られたn

(註 第 1凶視察団の記録写点と比較して)

10. 鮭鱒の湖凶状況空中観測について口i

成り詳細な実情を知ることができたが

ソ連側としても現在研究改善中の面が

可成りあること合認め， I牝次善の }j

法が他にないことを強調していたれ

11.視察団一同さしたる病気をすること

なく予定通り視察をなし得たことは誠

に幸いであり，これは過食過飲を避け

ソ連側も逐次無理強いを控えた結果に

よるものと思われる。

視察団員名簿

団長 。荒井定治 北海道さけ・ます桝

化場長

i予藤(建た ;j，産庁調査員(大n
漁業北洋部次長)

松ド友成 水産庁研究第一課

。高橋昇水産庁海洋第占課

花村宜彦 北海道区水産研究所

小泉進水産庁調査員(北海

道JK産課)

(Q){iu橋重遠外務省東欧謀

ど主宮崎千博 東海[ζ水産研究所

どさ小杉克夫 水産庁調査員(北VI}

道水産試験場)

どち本多隆平 外務省東欧課

，;主:(Q) ~:IH 土庁ハリン，オホーツク， -}) 

J、yヤソカ vtjii手)芋巡察後さんに

1カ凡クリール湖にi帯:在。

ど三印はソ連漁業調査船ゼムチユー

ク号に 1カ月乗船。

分担事項

統轄，併化場関係

資源関係

漁業全般，魚、工場

対外接渉

記録，資料整理

力リーニン鮭鱒養魚、場

15 

荒井

花村

甲藤，小泉

油橋

松下，高橋

(旧タランドマリ謄化場〉

時期 1960年 7月25FI 乗用車に分乗し

約 1時間にて養魚場着円

位置 サハリン同海岸ネベリスク(本斗)

より jヒへ18km， カリーニンMの

!二流約 4km0

所属 サハリン ソツナルホーズ漁業局

に属すの

機構所長以下17人，その他雇傭人。

親魚捕獲盛期には臨時人夫を雇い

入れる円

設備第 1，第 :Hl'f:化室あり， :3， 000 JJ 

粒の収得能力を持ゎ，これに付属

する室内養魚池を備えているが，

lj -f 500万粒の併化室と，これに

付属する室内養魚、池を増設中であ

り， 8月中旬には竣功の見込みで

ある。

卵'f化室は水平式コンクリート槽を

使用し併化器はアトキンスユえを使

)-!jしている。

親魚捕獲所はカリーニン河口上流

200mのところにあり， 捕獲には

ザイスカを，1定置し採卵室が付属し

ている υ 未熟魚が少ないため蓄主主

l没備は設けられていないυ

事業捕獲時期 8月1511から 1カ月間

概要 カリーニン河へ糊上する魚種はシ
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ロザケとカラソトマスのみて、併に

サクラマスが見らALるい Uliijサク

ラマスの人 UIli化をij l:rったこと

があるが 1{ドMに残るためシロザ

ケ稚魚の害になるので中止した。

採卵から勝北室への)j法は，本J.I¥

め方法と同機であるが，半旧芳男

氏の魚t鱒明舶に関する筈占企ロシ

ヤ品にはんべつく Lて{史用 Lており

特に;JC生l為iおよび卵膜軟化抗の|坊

It:fこは非常に役立っていると喜ん

でいた。 ~Wf化後の稚魚は併化宣に

連続する室内養魚池へ移し投餌す

る。投餌は 5ヵ月間{良行ない平均

体iJi:O6~O. 7只程度(普通はO.3g)

に育成 Lて放流する。放iAi:までの
減耗lよ約15%である。

同にはシロザケ親魚の冷凍肉，タ

ラ:{-，スケソ子を細粉し投開し投

倒量は稚魚、重量の :1%位とのこと

で，間箱に人れL1中養魚池に入れ

て給僻する。養魚池内の放養尾数

は 1平方米当り 2万尾である。

カラフトマスの雄魚、は雌魚に比し

いらじるしく少ないことがあるた

め，カラフトマスの卵にシロザケ

の精子を配する実験が行なわれ成

功し，その交配種の回帰が見られ

たことはこの養魚場の功績である

といっている。このいj帰魚は頭部

およひ鯨がマスに類似し体形，鱗

がシロザ、ケに類似していた。

卵?化用水は河川水を改良潟水装置

により i最過し使用 Lているが，水

国:は豊富でなし(ド温は故(氏;干'C

℃あ i)，事業開始以jにi慮水装置じ

よひ導水路をbJJ<.消毒している。

。ヵリーニンj口jの親魚、漁獲量は 300

トンと L、っているが 3，500万粒分

採卵したら，あとはほ卵してレな

し、ょうである。

口水量の関係上併化主，長J魚池がIlL

線的に 1列に配置されているので

病気のltiた場合に心配で、あり考慮

会要するものと思う。

o ~将化用ノドの温度 3 けC U. Aえ í1~ であ

1) ， これ以!二低いことは望ま Lく

ないが，本邦に常時 8OC~ 9 'JC 

の桝化用水のあることに篤いてい

fこO

。稚魚L投餌飼育し，抗抗力のある

健全な大型稚魚として放流するこ

とは河川および沿岸における減耗

を少なくすることであり，良L、刀

法である。サハリン26カ所の養魚

場のうち現在19カ所において投開

飼育:している。

o符魚の標識放流については以前に

偲蓋を切除し行なったことがあ/~

が，近年行なっていないに1

。サノ、リン州、|における鮭鱒主主魚場は

現在26カ所あり，その収容能力は

35，000万粒あるが， 7カ年計画に

おいて 3倍に増やす予定であるの

で近く日本をおい越してみせると

いっており資源の保護増殖に積極

的である。

太千洋海洋学漁業研究所 (TNPOー

チンロー〉樺太支所の組織と事業

概要ゐよぴ支所にゐいて得られた

2， Jの知見

11I千t:J也 サハリン，アン lノ，i、(1[j 

楽磨)



({)組織

{)産業魚類研究室

ルミヤンツエーフ室長以下14人の

研究者が，にしん，たら，かれい，

こまい，ざんま，めぬけ，すけそう

だら，その他の魚類資源について生

物学的な研究を行なっている。

1)養魚研究室

ランドシェフスカヤ女史(室長)

以下 6人の研究者が自然的再生産，

人工的再生産に関する基礎的な研究

を行なっている。

また，さけ・ますの淡水期および

海洋期における生物学的な研究もこ

の室で‘行なわれている。

1)水産海洋学研究室

シレホーワ室長以下 7人の研究者

が水理学，プランクトン，海洋学，

かに，えび，ほたてなど無脊椎動物

およびコンブ，イタニ草など水産植

物について生物学的な研究を行なっ

ている。

lV)漁業技術研究室

8人の技術研究者が特に巾着網と

トロールの漁具漁法，漁携技術，漁

勝機械について研究している。

v)製造技術研究室

14人の研究者，技術者が塩蔵，冷

凍，水産植物の加工などの製造加工

技術に関する試験研究を行なってい

る。

以上支所においてレヴアニードフ支所

長以下約fiO人の研究陣が従事している

mアレキザーンドノレブスケ

アニワ

トルベニヤ湾

17 

エトロブ

パラムシロ(夏季のみ)

の5カ所には常設的な観測所が設けら

れていて，産業魚類資源の研究者6人

養魚研究者8人，合計14人の研究者に

よって調査が行なわれている。

ま7こ，

VIDホロナイ河

ナイプチ河

レスナヤ?可

レイドワヤ河

イナヌシ河

の5河川には，さけ・ますについて湖

上競魚や，降下稚魚に関する調査所が

あり，季節的に支所から調査員が派遣

されて観測調査に当っている。

¥1)以上の外に博物館と図書館が付設

されている。また定期的に研究者一

技術者会議が設置される。

(1) 調査研究の規模範囲

l)年間の事業予算は 350万ルーブル

位である。(邦価換算約31， 500万円)

ll)調査担当範囲

サハリン周辺

千島周辺

カムチヤツカ西南海域

などにおいて(l)の{) 1) 1)に

あげられた魚類，水産動物，植物の調

査を行なう外ベーリング海のカレイに

関する研究にも参加しているの

目〕海上調査に必要な調査船は，調査

研究計画会議の決定に基づいて，ウ

ラジオのチンロ p 本所に所属すろ調

~f船が何隻カ品己liK'l される

lV)カリーニン養魚場はじめHi7)所内

養魚場およびサハリン漁業局に所属

するコンビナート(漁業，製造の.，軒
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業場)において調査を行なったり，

試験を行なうこともある。

(目) 得られたその他の知見

日ソ漁業委員会の決定によるさけ・

ますとにしんに関する調査研究には特

に力を入れているが，

{)さけ・ますの調査研究関係では

048度以南水域における海上調査は 3

月以降9月まで行なっている。

。湖上親魚の数および魚体の生物学的

観測調査は，

イナヌシ河のみは柵を設け通過する

数を標本調査によって計数してい

る。他の河川においては産卵床にお

いて実数計数を行なっている。

。前記5河川においてはさけ・ますの

稚魚の下りやすいところを定点とし

て定め， ここにおいて，毎日， 日没

から夜明けまでの間 1時間毎に稚魚

網をあげてその数を計へ全体を推定

する方法により計数している。使用

する網はその網口の周囲が大体 4~

5mの大きさのもので，河を横切っ

て差渡されたロープに大体 2~3 コ

取りつけられている。

。産卵場における掘返しの問題は最近

湖上親魚が多くないのであまり起ら

ない。

oさけ・ますの再生産に関する研究の

中で特に力を入れているのは，

稚魚の生活能力に関する研究

発育速度の研究

餌料を用いる飼育方法の研究

などである l

u ミけ(白:予け)の精と士す(樽太す

れの卵により受精させることに成

功し，頭部がますの形をしていて，

体部がさけの形をしている交配種の

育成に努力している。カリーニン養

魚場ではこの交配種のみを飼育し年

々3，000~3， 500万尾の稚魚を放流し

ている。この交配種さけは 3年 (2

十)で成熟し，その平均体重は 3kg 

以上に達する成長の良いものであ

る。この特徴ある形態を持つカリー

ニン系さけの回帰率は放流稚魚数に

対して 2%位の親魚が回帰すると説

明を受けたが，年々のカリーニン河

口沖合における漁獲が 300トン位

(約10万尾)であり，湖上数はこれ

に比べて遺かに少なく，繁殖用親魚

(約 1~ 1. 5万尾)は全て河口沖合

で漁獲されたものを蓄養して使用し

ていることから考えるならば回帰率

は放流稚魚数に対して 02%程度の

ものであろうと推察される。

H)にしんの調査研究関係では

01960年の産卵にしんの来潜はほとん

ど見られなかった。そのため漁獲は

非常に悪く，産卵場における諸調査

も実質的には行なわれなかった。

oにしんの研究において目下力を入れ

ているのは，

標識放流

字卵数や産卵状態の調査

稚魚、の発生の研究

2~3 年の幼魚になるまでの生活

史の研究

などである。

01955年級， 1956年級群の発生はきわ

めて悪かったが， 1958年級群の発生

状態は比較的良好であることは樺太

においても認められている。

。樺太北海道にしん群と，北海道太平

洋沿岸のにLん群とは別なものであ

ると同定的に考えるべきでなく，両

若干の数量の変化に作f正つてその関連

の度合が変るものであると考えるべ



きであるとの意見をレオニドフ支所

長は表明している。

。ルミヤンツエフ氏によれば， 4歳以

上の成熟にしんの越冬場は北部北海

道と南部樺太の日本海側沖合水域で

あるとの結論を得ているようであ

る。また同氏は，過去における大発

生年級群にしんの来瀞は樺太よりも

北海道に多く，小発生年級群にしん

の来瀞は北海道よりも樺太側に多い

， ， 
， ， ， ， ， 

， ， 
a 
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，
 

，
 ，
 

'
 ， ， 

， ， 
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との見解を持っている。

。デカストリ地方のにしんはその資源、

状態が良くないので目下禁漁してい

る。

。にしんの鱗は採集帖(紙製〕の各頁

の聞にー尾毎に集められ保管されて

いるのそこには体長，体重，性別な

どが記入されている。

検鱗はこの採集帖からー尾にうき 5

枚の鱗がとられスライドに作成され

たものを用いて竪型検鱗鏡の下で行
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なわれているo

1)その他の魚の調査研究関係

。さんまに関する調査はサハリン支所

としては1960年からはじめて南千島

周辺水域ではじめることとなった。

3年位前からウラジオ本所としては

千島周辺，北海道沖合でさんまの調

査を行なっている。

o 2年位前からサハリン支所でも樺太

西側の日本海のすけそうだらの研究

， ， ， 

---

をはじめている。

その産卵場は50~60m位の水深域で

あり，産卵期は 3月， 4月である。

主要な年齢群は 5歳， 6歳， 7歳で

あり， 7歳以上の魚は多くなL、。年

齢査定も 7歳位まであまり困難でな
L、。

今後アニソや l、ルベニヤ(多米加湾)

のすけそう fc:_c， も研究する予定で a亨，

る。

!v) 7カ年計画に基づく今後の調査研



20 

究の拡大計画について

。現在ぺトロパヴロフスク，マガダンラ

ハパロフスク，ウラジオストック，

サハリンにある本所および支所の数

は増さないの

。調査船，試験船の数は噌加する。

。各所におげる(本所，支所，観測所

共)人員は増加する。

。極東における調査研究には，チンロ

ーのみでなく， ソ連科学院(アカデ

;可

ミー，ナウカ)モスクワ大学などの

参加を得て，共同的な組織的調査研

究が発展する予定である。

ネベリスク(旧本斗)からオホー

ツクへ向う航海中得られたカムチ

ヤヅカ河系区域にゐけるぎけ・ま

す・ Ic:L!L R関する 2-3の知見

c{) さけ・ます特にべにざけについて

少なくとも1945年， 1956年にクルチ

ェフスコイ火山帯において大爆発があ

り，いろいろな自然条件の変化があっ

たものと考えられる。この地帯では恐

らく以前にも爆発があったら Lいハ J'J
1、凶に上/，ては見iザjする

このカム 1ヤツカM7K系 i戒は大 it:
[i，1， ()OO平方 kmある。この内クルチェ

ブスコイ火山帯はその 3~4%に当る

8，000平方 kmある。数度にわたる火

山爆発により，パリシヤ，ヤハピツア河

のベにざけの産卵場は火山灰と熔岩の

ため破壊された。またシベラチ火山と

グノレチェフスコイ火山帯の聞に位置す

る湖沼帯の水温は上昇し，移殖された

鯉，鮒の類が非常に繁殖している。

cn) ネルピーチエ湖のにしんについて

カムチヤツカ河口付近に位するネル

ピーチエ湖には湖沼性のにしんが生息

する。海洋性のにしんよりも生長が遅

/ラ/
L 、。 4歳位で成熟するが，秋，成熟し

たにしんが海からこの湖に入り，冬は

この中で越冬し，春，産卵が行なわれ

る。夏になると親にしんとその年生れ

た稚魚はともにこの湖から去って海洋

へ出る。

以前には良い年で 1，200トン位の漁

獲があったが，いまは平均 300トン位
のものである。
河の流れと海流のため図のように洲

ができて湖の入口が海から遠くなると
ともににしんの来湯が悪くなった。そ
のため:の部分を切断した結果一時
的に来滋が良好となったが再びその先
にさらに洲ができてにしんの来前も忠
〈仕ったυ 湖のプランヴ l、'/L ~、ドノ|、
るしく減少 uこ。

また， この湖のにしんは氏伎の生物
全主な餌料としているということであ
るパ (場長j




