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jJ連漁業視察団に参加して (E〉 [: 

| 荒井定治[:

クリー lVil胡に滞在して

オゼルナヤ町からクリール湖畔のクリ

リスキー魚類観測所までの道程は容易な

ものでなかった。 8月18日早朝一行 7名

とソ連側案内役一同トラックで出発した

が途中 2回トラックごと渡船で渡り，次

には渡船で人だげ渡り対岸に準備したト

ラックに乗換え，都合オゼルナヤからの

約33kmに自動車で 4時間ほどを要した

更に河を渡ったが，これ以上はトラック

の通れる道でないので，采馬ということ

になった。 途中馬のことはいろいろきか

されて来たが視察団の大部分は乗馬経験

がなしそれに道といってもやっと馬が

通れる 30cm位の道であって 3mもある

雑草をよりわけ，小川を渡ったり，山を

上ったり，下ったりして馬を進めるので

落馬に対する注意と蚊の撃退には非常に

苦労した。乗馬については油橋さんが先

輩格で他は皆 1年生，特に心配していた

のは甲藤さんだったが一同残り 17kmを

案外楽に乗りこなし 2時間余を費して目

的の観測所に安着した。

視察団 7名のうち松下，花村，小泉，

甲藤の 4氏が 8月20日先に帰国の途につ

きわれわれ 3名(泊橋，高橋，荒井〉が

9月12日まで美しいクリール湖畔の観測

所に滞在し，紅鮭の湖上状況やクリール

湖付近の天然、産卵場の状況などを視察す

ることになったが，今まで日本人がカム

チャッカの奥地で親切な待遇をうけなが

ら長期にわたり自由に実情を調査すると

いうことはなかったで、あろう。

われわれ 3名の滞在中世話してくれた

エゴーロワ所長をはじめ観測所の方々，

オ七、ルナヤコンビナート長に対しては感

謝のほかなく，それに滞在中オゼルナヤ

コンビナートの職員，通訳，女医，メイ

ドまでつけてくれたことは有難かった。

特にエゴーロワ女史は研究に従事するほ

か，主婦として噌好の異るわれわれ外国

人のため 4週間もの間何くれと心配され

たご苦労はなみなみなことではなかった

と察せられ， ここに改めて謝意を表する

次第である。

われわれ 3名に対しては観測所のペー

チカのある一室が提供されたので食事も

別に自由に寝起きできたことは幸いであ

った。部屋は 4.5坪であるがペーチカが

0.4坪をしめており窓は0.5坪のもの 1カ

所その窓に小さい通風窓が 1カ所あるだ

けで少しの隙間もなく，すべて保温に重

点が置かれており，ここに 3台の寝台と

テープール 1コを置いて過した訳で、ある。

炊事やペーチカの燃料には白樺を使っ

ているが薪を作る場合，日本では鋸は引

いて使うが， ここでは薪をはさんで 2人

が相対L. 互に鋸を押合いして切ってい

るところカ日童っていた。
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滞在していた 8月中は非常に天気が良

く230Cにもなった日があって恵まれた

が，一方しつこい薮蚊には相変らずなや

まされ， 日中でもドアーを聞けておけな

かった。しかし， 9月に入ってからは急

に秒;らしくなり，名にし負う守寺;工文'*のよ

うな蚊も姿を見せなくなったので、些かほ

っとしたが，台風の影響か連日曇天，雨

天が続いて特に寒いというほどではなか

ったが，辺境生活のftしさを篤くと味わ

された。

ソ連の便所は一般に木屋から離れたと

ころに設けられており，風日場も離れて

いた。風日はソ連式の蒸風日で土曜毎に

入れてくれたので、非常に助かった。お湯

につからないと日本的な気分は出ないが

むしろこの方が清潔でよいのかも知れな

L 、。洗面には日本の手洗器のようなもの

を用いているため，われわれにはとても

使えないので別に洗面器を用意してもら

った。用水は井戸がないため河水を使っ

ていたが煮沸したものをのむようにし，

水汲役はいつも高橋さんにご足労を煩し

てしまったが， 9月7日から研究室の増

設も進められており，ヘリコプターで資

材輸送が行なわれていたので今後訪れる

場合は好都合となろう。

食事は朝 9時(日本時間 6時〕昼午後

2~3 時 (11~12時〉夕食は日没が午後

9時半 (6時半〕頃になるのでローソグ

生活を考慮して明るいうちに済ませるよ

う午後8時 (5時)にした。

紅鮭の腹す，イクラ，熊の肉，かもの

肉，小鳥など一寸食べられないものなど

心配してくれ，また野生の草の実をつん

で来てくれたり，大切に栽培したイチ

コ¥ ジヤガ薯，葱などを提供してぐれた

り，エゴーロワ女史の苦心はたいしたも

のだったことと思う。

ここでせめてものクリール湖の生活に

と慮ってうどんを用意して来たのであっ

たが醤油がなく粉末醤油を持ってくれば

と残念な思いをしたが，思いがけな〈毎

日米の飯が食べられたことは特に有難か

った。 沿海州産のものということであっ

たがうまくいただけた。ただソ連式に炊

くと汁を捨ててしまいぼろぼろになるの

で炊き方については油橋さんが指導役を

つとめてくれたので、うまく炊けるように

なった。「しゃもじ」は高橋さんが白樺

を材料にして道具が無いため苦心したが

斧とナイフで削り上げ湖畔の軽石で仕上

げたので修学旅行の時のお土産のような

立派なのができ上った。この「しゃもじ」

を観測所の人はソ連には適当な言葉がな

いらしく小さな「すき」といっていた

が，ここの記念品になることと思う。米

の飯，紅鮭の塩焼，胡瓜の塩漬(ロシヤ

漬)それに持参した緑茶で、せめてものお

茶漬の気分を出したので、ある。

夜はローソク生活のため， よもやま話

に花を咲かせたが，持参したトランジス

ターラジオで故国のニュースをき〈のを

何よりの楽しみにした。また日曜日の夜

はささやかなパーテイを聞き観測所の人

々と交歓を行なったが， これは非常に効

果的で，急速に親密度も増し，今後の参

考にもなると思われる。

所長のエゴーロワ女史(モスクワ大学

出身)はこの辺部な所にすでに10年もお

り研究に没頭している人であるが，頻る

明朗かつ健脚の持主でもあり，美しいク

リール湖で、紅鮭とともに過すという考え

なのであろう。そして，その動機につい



ては，彼女の師事した教授が非常に高潔

な人で，その教授の示唆によると洩して

いた。ご主人もともに研究に従事してい

るが， こと狩猟の話，特に熊狩の話にな

ると手まね足まねで尽くるところを知ら

ずといったノ風で，われわれを楽しませて

くれた。

出発の際は山奥のこととてテ γ ト生活

になるのではないか，風目はどうなるだ

ろう。食事はどうなるだろうと，あれこ

れ心配して来たのであったが，安心して

調査に従事することのできたことは非常

に幸いであった。

湖上親魚、の計数

計数柵

クリール湖の落口より約 5km下流に

設置されており計数柵の延長は約 100m

である。柵は長さ205m， 外径22m"'(内

径20mm)の軽金属のパイプを縦に20m

m間隔に並列し魚止装置として河全体を

遮断しているO 柵に調査魚捕獲装置 1カ

所親魚湖上窓、 6カ所設けてある。湖上窓

は平常閉鎖し置き昼間の調査時だけ開窓

する。窓、数は魚群の多少により決めるが

普通 1カ所である。 湖上させる際は横20

cm 縦80~100cm の窓を聞くようにする

が，親魚、は多くは並んで通過する。百十数

は観測所員が計数器を持ち， 日げきで行

なっている。従って日々湖上数は開窓時

間数により可成り左右される。

棚上数の算定は 1時間毎に10分間計数

し6倍して 1時間当りの湖上数とする

が，実際には原則として開窓時から起算

して毎時間初めの10分間の測定数の平均

値をそれぞれ 6倍し，その合計をもって

総棚上数としている。湖上数の多い場合
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は例外的に30分間隔で計測することもあ

る。

この計数方法による誤差は僅少である

ので全数計数を行なわないといってい

る。

湖上数(我方試測〉

期日|湖上窓除問問l湖上尾数!品T1主義

8024 
dシ

降下稚魚の計数

6， 108尾

5，844尾

6，000尾

今年の稚魚降下については，すでに計

測を終了しており，実情を見ることはで

きなかったが調査の結果は次の通りであ

る。稚魚の降下時期は 5月末から始まり

8月末までで終り年齢別にみると 2年魚

90岱， 3年魚、10容で 2年魚、の平均体長902

cm~90 3cm， 3 年魚、10cm~12cm であ

り，雌雄比は雌44t~'j:，雄56t~である。 3

年魚、は餌料関係から来る成長度の遅延し

たものである。

稚魚の降下計測は原則としてクリール

湖の落口の水流の多い，一定の地点で行

なうが時に計数柵下流付近で行なうこと

もある。何となれば，稚魚の降下は親魚

の湖上と時期が同じで，すなわち 5月末

から 8月末までであり，作業の都合もあ

るからと思われる。従って計測に当って

は全川を遮断することなく主として稚魚

の降下する上記の個所を選びトラップを

設置する。

計測は 5日毎に行なうこととし， トラ



であり，計測困難な降下稚魚数について

は，現在のところ信びょう性なく，むし

ろその必要性につき疑問を持っていると

の印象を受けた。然しながらケロギウス

博士も今後降下稚魚につき更に調査を進

めたいとの意向を有しているとのことで

あったので， ダーリニエ湖における降下

稚魚、の産卵量に対する割合が O.06~1. 5 

2z，平均O.701:である旨灰聞しているが，

鮭鱒稚魚採取トラップ略図
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ップを使用する場合は，東風の悪天候時

を除き日没に設置し，翌朝引揚げる。ト

ラッフ。に入った稚魚、は勿論全数数えて年

級，性比などをも調査するが死滅するた

め一般的には大，中，小の三段階に区分

し目げきで計測する。降下総数の推定は

産卵場の状況と毎年の降下実績などを腕

み合せ，当該年度につき三段階の推定を

行なうものとしている。

よ
(
修
室
耳
慣
)

;f. 

J手

クリール湖についても略々同様な推計が

なされるかと質問したところ，その数値

は知っているがダーリニエ湖の資料をク

リール湖に適用することは，湖水の面積

や，資源量からしでも適当でないとて，

明確な田容は得られず，降下稚魚数につ

いてはコメントを避げるかに窺われた。

これを要するに，当観測所における現在

従って今年の稚魚、降下数は中位である

という程度より確認できなかった。

降下稚魚計測に関する研究調査が他の

研究調査に比べて可成り杜撰の感を免れ

ないので，エゴーロワ女史に対して種々

質問したが，要は向上親魚数が最も重要

であり，次トで保全卵数に対する回帰率

と併ぜ考えれぽ資源に対する推計は充分



の人員をもってしては，稚魚計測を綿密

に行なうことは不可能であり，さりとて

稚魚計測のために親魚関係の調査を犠牲

にすることもまた堪えられないところで

あろうし，他方降下稚魚数が大きく採り

上げられている現状からして実情を素直

に述べ得なかったとも解される。

網傷について

期日(腕時間|九数 1内協|比率

ク 1110;分|l;iTij;1::;j%
註.我方測定

総湖上数 網傷比率
52，950尾

15，500 

16%¥ 

15%1 

註. ソ側測定

なお， 8月24日，標本測定に使用した

100尾中には網傷魚、14尾があり，傷の部位

は下表の通りで， 傷部の胴廻りは 25cm

~28cm であった。

その他海獣による傷魚は 5尾見られ

7こ。

網傷の外見的特徴は，擦過傷と目され

るものが目立ち，数段にわたって網痕が

認められるものについては，その聞の擦

傷部一面に水生菌が付着し，酷らしく表

皮が剥れ肉質が露呈しているものもあ

り，第 2回視察団の記録写真と比較し，

むしろひどくなっているのではなし、かと

思われたが，これは網の日合，網糸の太

さに起因するのではなかろうか。そして

計数柵上手の河岸付近に在る水流の澱み

には常時50尾余の病魚が憩うが如く，あ

るいは晴くやが如く水流に抗して力なく辛
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網 i吻部| 3l 21 5 

1鯨部 4I 3 I 7 

傷|背鰭部 1I 1 : 2 

l ~十 8 i 6 I 14 

海獣による 3I 2 I 5 

うじて滞泳するのが認められ，また力尽

きて計数柵にむくろを曝しているものも

毎日10尾程度認められた。

産卵能力については，軽傷(むしろ軽

症というべきかも知れない。〕のものは

とも角も，一般的に病状が傷部にはじま

って，鰭に移行するものの如く察せられ

るところから，特に雌については産卵床

を造る能力が失われ易いものと察せられ

た。

産卵床を実見した結果では場所によっ

ては軽症の親魚を相当 (1割程度)認め

たが，判定を下すに足る状態は認められ

なかった。

棚上終期におよんで傷魚が減少したこ

とは，海上漁獲の終了を如実に示すもの

と思うが，傷痕が治癒したと思われる黒

ずんだ「あざ」を有する数尾を標本魚中

に発見したことは興味がある。また，網

傷が発病の主原因となっていることは否

定できないが，再生産に対する影響とい

うことになれば，網傷と水産菌病とは明

確に区別さるべきであり，むしろ症状の

軽重が採り上げられなければならないと

思料される。

オゼルナヤ河及びクリール湖の

天然産卵場(付図参照)

オゼルナヤ河は河口よりグリール湖ま

で延長約 60kmにおよびクリール湖落口
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より下流 5kmの個所に魚類計数柵が設

置しであるO

オゼルナヤ河に湖上する鮭鱒の天然、産

卵場は計数柵より上流クリール湖落口ま

での河川内とクリール湖内および湖に流

入する支流とにわたり総面積は 900km2

におよぶ，その大部分は湖内で占めてい

るが水深10mにも達する個所があり実測

困難のため可能な面積を 350km2 として

これを総産卵数，卵生残数などの推算の

基礎にしている。

鮭鱒の湖上期は 6月より 9月におよぶ

が 7月末より 8月末までが盛期であり，

湖上してから産卵床につくまでに約 2カ

月を要すが河川および湖内に産卵する紅

鮭の魚、体は大型であり，更に支流に湖土

産卵するものは小型である。

イ〉河川産卵場

河川内の紅鮭産卵場はクリール湖落口

から計数柵までの区域に集中されてお

り鱒の助と樺太鱒の産卵場が一部別々

に計数柵の付近にみられるが両者とも

湖上数僅少のため，tこし、したことはな

く，ほとんどが紅鮭の産卵場である。

産卵場は笥曲部の砂利地帯で浅くかっ

流速緩漫な湧水地帯にあって産卵床は

大体円型に作られているものが多く直

径 1m~3mにおよぶものがある。

産卵行動は主として雌が巣を作る作業

をし雄は周囲を警戒しているが，雌は

2~3 回に分割産卵する。このことは

秋鮭の産卵行動と同様である。

エゴーロワ女史は大型砂利地帯では充

分巣が掘れないので卵をなすりつけて

いるといっていた。

8月20日から 9月12日までの河水温

〔観測所付近)は 5.50C~8. lOCであ

った。

ロ〉湖水産卵場

湖水内の産卵場はオゼルナヤ河湖上紅

鮭の主要部分を占め湖の周辺 7カ所に

散在しており，その内主要産卵場は 4

カ所である(別図参照のこと〕。

産卵床は大体浅い岸辺の中型砂利地帯

に(乍られている。未だ産卵期に達して

いないものは群をなし湖内を滋泳して

いるが中には河川内に降下して産卵す

るものもあるといっている。

産卵床についているものはすでに美麗

な婚姻色を呈し盛んに数多くの巣を作

っているが，その姿は美事であり，そ

の産卵床および産卵行動は河川内と同

様である。湖水の温度は夏期平均 5~

80C， 冬期平均 1oC程度である.

ハ〉支流産卵場

湖に流入する河川のうち主なるものが

7カ川あるが主要湖上河川はエタムイ

ンク河，西ハキチン河， ウイチエンキ

ヤ河の 3カ川であるが上流に湖水のあ

る川が良いとのことである(別図参照

のこと〉。

ウイチエンキヤ河を視察したが， この

河は湖上期が早いとのことで，余り紅

鮭の姿は見られなかったが，エタムイ

ンク河においては美麗な紅鮭のすでに

産卵床についているものや，またひし

めき合いながら湖上して行く光景が認

められ，典型的なべにざけの天然産卵

を充分に観察することができた。

湖落口付近天然産卵場

9月14日視察当日は好天に恵まれ更に

落口付近右岸の高さ50mの断嵯上より観

測できたので、，あたかもヘリコプターに



よる空中観測を想像させるものがあっ

すこO

落口付近の河幅は約50mで、あるの比較

的浅く水は透明であり，流速もあまり急

速でないので良く観察する事ができだっ

この落口付近には多数の産卵床があっ

て延長300m位のところに推定5，000尾以

上を思わせる真紅の紅鮭が群り集まり盛

んに産卵作業を行なっていたo 巣を作る

雌，闘争に余念のない雄，白く水生菌に

おかされながらも産卵作業に参加してい

る負傷魚，また産卵床に群るオショロコ

マなどさまざまであったが目測での計数

日不可能で結局推定にとどまった。

また翌15日には落口左川岸にたってこ

の観察を行なったが紅鮭の充満度の多い

ところは水面の色が黒ずんだ紅色に変っ

ており右往左往する姿は見られるが計数

観測のようなことは困難であった。

今回の視察中ソ連側で行なっている空

中観測に参加する機会は得られなかった

が断嵯上からの観測から考察するに真上

からの観測でないと光線の関係で良く見

透すことが不可能であるC 可成りの速度

を有する飛行機またヘリコプターによる

空中観測には勿論熟練を要すといわれて

いるが目測では概数をつかむにしでもな

かなか困難である様は思われる。

特定場所については空中写真により測

定し得るものと思われるが支流あり，ま

た川岸に樹木の繁茂するようなところに

ある河全体を確実に計測することは困難

で結局現状においては多いとか，少いと

かの推定程度にとどまるのではないかと

思料されるO

次に産卵場の広さに比べ多数の紅鮭が

ひしめき合っているので掘返し(一度産

21 

み付けの終った巣を次の魚、が産卵のため

掘ることによ静先の卵を掘出してしま

う)による損失は可成りあるものと思わ

れる。この点だけが減耗要因ではない

が，エゴーロワ女史も認めており，その

他原因による減耗をもみて卵の生残率を

75窃程度にみているC

(所見)

1. 産卵床には若干のオショロコマが付

添っている状景が見られたがオショ

ロコマについては掘返しなどにより

すでに死卵となったものを食べるの

であるから害はないと観測所ではい

っていたが稚魚食害の問題もあり更

に考究を要するものと考えられるc

2. 各産卵場において網傷魚が産卵床に

ついているのを見たが，その数l土日十

数柵における調査率に比較し僅少で

あった。

単にネットマークのついている程度

のものは産卵行動に支障ないものと

思われ，また水生菌発生の軽度のも

のについても雄の場合は産卵行動に

参加できるものとみられるが雌の場

合は努力を要する作巣の仕事がある

ので，到底その作業には耐えられな

いものと思われる。エゴーロワ女史

もこの点断言していた。

網傷ひどく水生菌の発生強度のもの

は一旦計数柵を通過しでもその後押

流され計数柵付近で舞死しているも

のが見られた。

3. 天然産卵数の多い時は卵の生残率少

く，また産卵数の少い時は生残率が

多いとのことである。

4. ソ連では紅鮭の資源維持のためこの

湖上及び天然産卵場の保護に努力し
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ている。産卵場の付近には観測所員
の外住民なく現在も天然、のまま保存
され紅鮭が楽に産卵していることは
注目すべきである。

セムコ氏の空中観測に関する

説明

ますの湖上状況について

測具を塔載することができ，かつ速力の
速くない飛行機が使用された。すなわち
高速でかつ高いところを飛ぶのでは計数
することができないので 130km/h，高さ
100~250m 位で飛ぶ必要があり， 300m
以上では無理である。経験のある飛行士
だと高度75m位で飛ぶこともある。ヘリ
コプターを利用することもあるが，ヘリ従来さけ，

は，観測所

における観

クリーノレ湖の見取図(オゼルナヤ河及びカムチヤッカ西海岸〕 コフ。タ -1主

滞空のまま

停止した

り，着陸す

ることが可

能なので便

利だが，残

念ながら飛

行時間が短

いので長時

聞を必要と

するさけ，

ます観測に

測および観

測所から現

地を巡察す

る方法によ

って把握し

ていたが，

この方法で _/  

は限定され

た場所につ

いてのみ観

測する結果

となる他，

非常に長時

聞を要する

難点があっ

7こ。

従って他

の方法を研

、

究すること i 

となり，適 メ
々数年前か / 

ら飛行機を漁業に利用することが，始め
られたので，もっともこれは海面で、の例

ではあったが，これをカムチヤッカの諸
河川について利用することになった。飛
行機による空中観測は大体1954年頃から
始められ，この目的に合致するように観

(ブイ子工L守宅司〉

目見測所

J:ft<走踊場

8極意i宜点

4前1 は通常使用
していな

L、。

観測飛行

に際して

は，飛行士

の他観測者

が乗り，観

測結果を地

図に記入し

て行く訳であるが，この方法は広範聞な
産卵場観測に利用して非常な進歩を見る
に至った。すなわち，ベンヂンスキー地
区からオリユート/レ岬まで観測すること
ができ， これは毎年行なっているが時に
はアナドイル地区を見ることもある。



私(セコム氏〕は毎年西カム地区を担

当している。観測について具体的にいう

ならば，推計尺度(密度による等級区分〉

は6等級あり，密度によって分けてあ

る。その詳細は手元にないのでいえない

が，要するに観測者は河口から産卵場ま

で， 6等級に応じた記号を地図に記入し

て行く，観測飛行の経路は河口から上流

へ，他河川の上流から河口へとジグザグ

に飛ぶ訳だが，その際，高い山脈がある

場合は飛行も難しく，また山嶺にさえぎ

られているので，下流まで戻って他河川

に移らざるを得なし、。また上流といって

も一般的に産卵場のないようなところを

除くことはいうまでもなし、。このように

して得た結果を集計して概数を得るのだ

が，計数柵のように正確という訳には行

かないので，他の方法と対照して推計し

ている。(※他の方法については別記す

る。〉

飛行機による観測では尾数で計数する

ことも可能であるし，また前述した 6等

級で計算することもできるが，要は他の

方法によるものと合致すれば， 自ら精度

も判明する訳である。

然、しながら， これは，ますについての

みいえることであって，さげについては

非常に複雑な要素を含んでいるので現在

はっきりしたことは不明であるc 何故な

らば，ますは浅い河川を棚上するので観

測が容易であるが，さけは，ますと一緒

に瀧泳するため，ますと区別することが

難しく，またベに鮭はオゼルナヤ河でご

覧の通り，深いところに隠れたりするの

で，全河川または湖水の一部についてし

か観測できないからである。

6等級の分け方は原則的には，それぞ
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れ面積当りの尾数であるが，然しながら

河川の幅は一定でなL、から面積を出すこ

とは不可能なので河川の延長区間の密度

できめている。

例えば 1kmにつき 100尾なら 1段階

次の 1kmで 1，000尾なら 2段階，また

次の 1kmも1，000尾なら 2段階という

具合にして，それを合算する。判定の方

法は基本的には数取器による数取りであ

って，写真は全部やる訳には行かないの

で，特別の時にだけやってチェックする

のに用いている。魚群が多い場合は一定

の密度ならば，例えば5分間数取りして

飛行速度から距離を出して計算する。す

なわち，観測者は時間と尾数を計り，地

図に記入L，速度は飛行士が風力などを

勘案して知らせる仕組みである。さけと

ますの判別は大きさ，色， i回、准，つまり

さけの産卵場に行くのは，さけという具

合にしてやっているが写真での区別につ

いては目下研究中である。しかし写真は

客観的なので， 目測よりは確かで、あると

思う。

問『河川により清渇に相違があり，また

上流と下流でも相違があると思うが

観測について困難性はないか』

(答〉 勿論雨などのため混濁する時は観

測の日取を変えるとかするが，一般

的には差支えない程度である。

間『魚種の区別を色と大きさでするとい

うことカ￥らして， カラー，あるし汁主

赤外線など特殊なものを使用してい

るか』

(答〉 現在研究中であって未だ成果は不

明である。

問『ますは全数計数可能の由だが，観測

後来mするものについては如何』
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(答) 西カムでは 8月15日頃までに群来

し， 8月20日頃には湖上しているの

で，その後群来することはない。従

って 8 月 25 日 ~9 月 25 日頃に全河川

の観測を行ない，結果を合算すれば

全数を計測することができる。 8月

28日頃が最も適当だ。

問『それまでに産卵を終え死亡したもの

については如何J
〈答) 多少あるが，死魚を数えることも

できるので熊やかもめに喰われたも

のを除き計数可能である。しかし，

9月15日頃になると誤差もだんだん

と多くなるだろう。

問『空中観測lは何回位ゃるか』

〈答) 全般的には 1同であるが，特定河

川では試験的観察をそれぞれ 3回以

上やっているc

問『東カムでの空中観察の状況如何』

(答〕 カムチヤッカ河では良く行なわれ

ている。しかし，オリュートル地区

でも偶数年はますが少ないのでさげ

も見易いとのことである。

問『観測者は誰れか(セコム氏以外の)J
〈答〉 オストロウーモフ氏(写真家でも

ある〕およびグロギウス女史

問「さけ，ますの向上河については，す

ベて空中観測を行なっているという

がカムチヤッカに在るさげ，ます向

上河川はどれ位あるか』

(答〕 約50河川である。(地図により数

えて……註東カム22河川数える〉

問「飛行機はチンローに所属しているも

のか』

く答〉 他の機関から借用しており旅客機

としても{吏用しているものである。

※他の方法について

漁獲とエスケープメントとの比率は魚

群の来活字の多い時は，毎年同じところに

建てられたコンビナートの建網での漁獲

尾数(チンロ一所員の調査による)が35

4z，エスケープ65容であり，来活字の少な

い時は建網70id，エスケープ 30訟であ

るO

問『この比率はどのようにして出した

力、』

(答) コンビナートの統計により，例え

ば最高 100トン，最低10トンの場合の比

率である。

問『例え(ま来瀞するが中程度の時の比率

は105:95とするのか』

(答) 110: 90すなわち55:45とする

問『この比率は建網の漁獲と飛行観測に

よる湖上数から出したか，または来

瀞量を 100として建網の漁獲からエ

スケープを害1り出したものカJ
(答) 2つの方法で出したものだ。①海

岸で漁獲したものに標識して建網に

入るものとエスケープの比率を出

すc ⑧全数計測している河川の実績

から出す。

問『それは，オゼルナヤ河のことですか』

(答)然り

問『オゼルナヤ河内におげる曳網は何れ

に入るか』

(答) 建網漁獲に入れている

オゼルナヤ河系ベにざけの

特性について

エゴーロワ女史の説明によれば，ダー-

リニエ湖系のベにざけと略々同じである

が鱗相についていえば年輪がやや詰って

おり，かつ波をうっていること位で大き

な差はなく，魚群については年齢組成が



一定であること，体長の大きなものが遅

く来併し，字卵数は増えるが熟度が低下

することなどが特徴といえようとのこと

で判然とした特性は認められない模様で

あった。血液型，脊椎骨数，寄生虫につ

いては研究していない由。

害魚の食性について

さきに 8月25日の日誌において略述し

たが，当所では本格的な研究は行なって

おらず，モスコ一大学の若い女性の研究

員が専門的に研究しているとの事。 8月

25日23尾のおしよろこまを測定し胃内容

を顕徴鏡にて観察したが，今年多発生し

た蚊を食しているもの 4尾，卵らしきも

のは 1尾に認められたに過ぎ、なL、。この

他ミルク状のものは多く認められたが，

これが稚魚，あるいは卵の変化したもの

が判然とせず，エゴーロワ女史は否定し

ていた。おしよろこまには多くの種類が

あり，降海ずるものも，また河川内のみ

に棲息するものもあり，明確ではないが，

海から湖上して来るものは口部の切込み

) 人事
(さけますふ化場〕

i一新規採用-

l 雇福井障久雄千歳支場 8月 1日

i 雇坂口任一天塩支場，同金石勉薫

;鵬場同長問一 場 岡
山谷邦夫伊茶仁事業場，同辻博屯別事

;業場，以上8月臼

一E置替一

; 知内事業場技官永井啓太郎計根別事業

)場へ，朱太事業場技官中幡周逸知内事業
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が深く眼の下から更に鯨寄りまで切込ん

でおり，河川棲息のものは，これが浅い

とのことである。測定したうちで大きな

ものは C48.5crnl，500gr， 49.5crnl，900 

gr)に達し淡紅色の斑点が体側に散在し

ていたが，他の小型魚、にはなく，エゴー

ロワ女史は salvelinusrnalrnaといって

いたが果して単一種か疑問であり，この

おしよろこまがソ側の産業魚として開発

されつつある現在，明確な分類、のなされ

ることが望ましし、。食性については例年

プランクトン60翫，陸上動物20{2jj:，ベン

トス20~Tだが今年は蚊が多いため陸上動

物が主体となっていると述べていたが，

産卵床を視察した結果では多数のおしよ

ろこまが俳佃しており恰も産卵を狙って

いる如く感ぜられた。これについてエゴ

ーロワ女史は産卵巣からはみ出た卵は食

害されるかも知れないが，これは当然、死

亡すべきものであって，前記の胃内容か

らしでも害魚というに値しないかの如く

述べていた。

異動

場へ，以上8月16日

(道立水産ふ化場〉

一退職

渡島支場事務補佐々木佳子， 7月31日

一勤務替

本場技師金田正道水産課，千歳保健所

技師柴田尚志本場調査課，以上8月31日

一新規採用一

準職員小川陸子渡島支場 9月 1日




