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20事亜鉛引鉄板製の僻化盆 12枚および

この中に装置する縦 47.5cm，幅 35cm，
深 7cmの木枠に!底部 5耳目， 排水部に

7 }項目の金網を張った府化枠 12枚とよ

り成り， 1枚の僻化枠の卵子収容面積は

32 cm X 44.5 cmである。(見返写真)

附化用水は図 2のように僻化盆注水口

より 1降、i1ニ1半!氏;711よりJ)IJ*立問を通り，附{七

作排水，;1¥金制より盆の側面を通って注42
口二i¥tl氏排水両よりつぎの併化盆に落下

する。落下にともなう酸素の恢復:10.72
p.p.m.以下である。

検卵車

卵盛りと検卵を行なう移動式のもので

(見返写真〉高さ 105cm，横 64cm，縦

182cmの鉄製である。ビニール管により

水を自由に注排水できる。

なお卵，稚魚、の管理ならびに僻化飼育

成績は事業終了後改めて報告の予定であ

る。 (1京)
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第 2 回

本州鮭鱒解化技術講習会
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第 2[rlJ本州鮭鱒僻化技術講習会が去る

12月7日から 3F1間，岩手県、宮古市津軽

石において，本州知:鱒附化放流振興会，

抗手県の主催で開催された。

講習日程

12月7日 会場，津軽石公民館

開講式，各関係ならびに来賓挨拶，学

術講習

①北日本鮭鱒の生態と繁殖論の講義(ス

ライドによる〕

⑨捕獲から僻化放流迄の技術的着眼点な

らびに卵および精子の生理についての

講義

⑥特別講演 東北大学助教授佐藤隆平氏

のスライドによってと米国コロンピヤ

川における鮭縛資源管理の実態ミ

12月8日 会場，津軽石捕獲場，同府化

場，津軽石公民館

親魚の捕獲より運搬，収容，放流まで

の実習，引き続いて映画立鮭の一生ミ

マLの天然産卵状況ミ上映，~rf化技術

天然産卵の効果について技術を習得し

7ニO

12月9日 織笠，大l:ili併化場視察実習を

行ない後，開講式挙行c

以上の日程で行なわれたが，参加者は

東北各県から集まった，鮭鱒J:ri'í~宣事業担
当者ぽかりで，約 150名にもおよんだ。

なお第 1日目の学術講習会においての

質疑応答，ならびに津軽石，織笠，大;鎚

卵?化場を視察致しましての所感を述べて

見たいと思う。

まず第 1日目の学術講習会においての

質疑のあったものを挙げて見ると次の通

りである。

1 鮭の母川1回帰を最近否定している人

が見受けられるが，かような見解に対

しての意見。

2 鮭の稚魚、から海洋生活，さらに産卵

湖上までの食餌の種類(この質問は従

来河川に産卵湖上した親魚、は摂餌しな

いといわれているが，最上川の鮭の胃

袋の中にウグイが入っていた事実があ

ったことから質問〕



3 9時化用水量と最大収容能力について

の基準。

4 蓄養魚が廃液により死亡して一時間

経過したものでも採卵魚として使用し

てよいか。

5 マラカイドグリーンの消毒液 1/20万

~1/4o 万の濃度で稚魚に対する影響は

ないものか。

6 鮮;の漁獲予報，漁業調整できる段階

に資源調査が行なわれているか。

7 稚魚混獲によるシラス網の全廃を決

議したL、0

8 鮭稚魚，鮎稚魚をカモが食害するか

どうか0

9 卵が光線に対してどんな影響がある

か，また稚魚が 1寸~2寸になると非

常に歩留も悪く，稚魚、 1尾に対する補

助金制度の検討について。

10 卵子運搬の圧力について。

11 単的にいって併化率を良くするには

どうしたら良いか。

以上が質問事項の主なもので，講習会

も第2凹を迎えて，相当に各県とも併化

技術も進渉の程がうかがわれる。

最後に津軽石，織笠，大量正;の捕獲場，

1際化室などを視察する機会を得ましたが

その所感、を述べることとする。

1 従来東北各県の鮭湖上量は人工附

化事業量からいって， とかく無視されが

ちで、あったが，現在でも岩手県の津軽石

川では 3 万~4 万尾，織笠)11 ，大鋭川で

も 4， 000 尾~5， Oω 尾の親魚が捕獲され
ている。これを岩手県全体で、見ると，平

年魚で 5 万尾~6 万尾，豊年魚では 8 万

尾~10 万尾の捕獲が見られ，これを完全

に採卵した場合，少くとも 1倍、粒の採卵

は可能である。であるから東北各県の捕

獲，卵?化技術の向上により業界の多年の

目標である，内地 31産、粒，北海道 7億粒

の目標は決して夢ではなし、。これは過去

の雌親魚使用率から見ると大体 25%と

いう非常に悪い成績で，まだまだ未利用

親魚の採卵は可能である。これがために

は湾内の漁業調整，捕獲場の捕獲方法と

蓄養技術の検討が必要となろう。
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2 津軽石の捕獲場の捕獲方法は図表

で示す通りであるが，天然産卵と人工併

化を併用する方法がとられている。捕獲

方法としては合理的なものであるが，収

容能力も 2，000万粒が限度であるので，

もう少し費留聞の天然産卵を積極的に行

なう必要があろう。(現在は月に 3日網

ウライをはずして天然産卵させ，産卵後

の親魚を捕獲している)

S 津軽石，織笠，大鎚の各河川;主河

口付近から至る所にi勇ぇjcが噴出してい

る，好天然産卵床全形成している河川で

ある。これは図に示す通り津軽石川は宮

古湾，織笠川は山田湾，大:ilii川は大江、湾

と，おのおの深い入江に面していて，湾内

は垂下式のカキ，のりのヒピ立てなどの

養殖などが行なわれ，湾内の漁業は，曳

網，建網が 2----3ケ統ある程度で，自然

出内のi魚、業も制限されているし，湾内は

外i羊とJ重って，汽水性iこ富んでいる状態

となっているので，成熟を待つのに絶好

の場所となり，一大自然蓄養池の観を呈

していると，考えてよ L、条件となってい

るので，津軽石，織笠，大鎚y~-~こ鮭ががI

に向上する時にはほとんど完熟に近い状

態ではあるc しかし鮭の習性上やはり相

当数の未熟魚も向上すると考えられるし

実際津軽石では認められているので，少

くとも生責(網生資)程度の苔養は必要

である。さもなければ上流に竹策留が 3

箇所もあるので，曳網，網ウライで捕監

したものは，やはりーたん熟度の選別を

行なって，未熟のものは上流に!えして，

貰留内である程度遊ぽせて，成熟を待っ

て天然に産卵または人工附化採卵用に利

用すべきであるc

4 津軽石川で揃獲から採gp迄の操作
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を見せていただいたが，一般に親魚の取

り扱いが粗雑である。撲殺した親魚、を河

原にぽんぽん投げるようでは，不受精卵

体内死卵を出す原因となるし，また撲殺

後の親魚を水中の中をロープで引張って

運搬しているが，時間的に見て 3)分~40

分ぐらい，長いもので 1時間ぐらい入っ

ているものがある。艶死後水中に入る場

合，いちじるしく受精が衰えるので，出

来るだけ早く水中から取り揚げねばなら

ない。できれば水中運搬は行なわない方
ヵ:よし、。

また一辺に多数の親魚、を捕獲した場合

は，一度に全部撲殺することなく， 2時

間~3 時間で処理できる程度の魚、の数だ

けを撲殺処理し， また続けるとし、う具合

に，常に卵および精子の活力の衰ろえな

い範囲での時間的処理を行なうべきであ

る。かような処理方法からも生音〔網生

賛〕ぐらいは是非設備してほしいもので

ある。また撲殺もなるべく一撃で行ない

腹部は絶対にたたかないようにしなけれ

ばならないし，選別は是非行なわなけれ

ばならない点である。

5 ~降化施設は津軽石 2， 0ω 万粒 (2

間槽 2段)， 織笠 500万粒(コンクリー

ト水平式)， 大鎚 600万粒(コンクリー

ト水平式〕共に施設としては立派なもの

であるが，収容能力に対する養魚池が少

ない津軽石では 2，000万粒の収容に対し

て養魚、池は 27坪でほとんどが併化槽で

飼育されている現況である。それで，津

軽石幣化場の場合収容能力実際 2，000万

粒の設備があっても， 1，OOQ万粒と公称

せられている。 この 27坪の養魚池も養

鱒〔ニジマス〉のためのもので，鮭稚魚、

の飼育のものではなし、。織笠併化場の場

合は養魚池が全然、なく，一部の稚魚は併

化槽内でかわれるが一部のものは騎嚢を

つけたまま放水路に散布放流されてい

る。であるからニジマスその他の害魚に

相当食害されているものと推定されるし

有効放流となっていない。次に大鎚僻化

場の場合，収容能力 600万粒に対して 80

坪の養魚池があるが， この養魚池も虹鱒

稚魚、の飼育用のもので，実際には瞬化槽

内で鮭の稚魚を飼育しているということ

である。

全般的にいえることは，健全な稚魚、を

放流するためには是非とも養魚池が必要

であることを認識して戴きたいものであ

る。

6 津軽石，大~jßの各階化場では共に

同じ構内で養鱒(ニジマス〉事業を行な

っているが，ニジマスは天然または人工

幣化で生産された卵および稚魚を食害す

るし，河川に入った場合非常に蕃殖率が

高いものであるので，鮭河川ではニジマ

スの養殖事業はなるべくさけた方が良い

と考える。北海道ではニジマス， カワマ

ス， ウグイは害魚、として河川から駆除を

行なっている。

7 僻化器具については，東北各県種

々であるが，併化槽の規格が大きすぎて

一般に堰板は高L、。それで、槽内の水深は

深く槽壁と上面を疎通して効果的な水の

循環が見られない。特に大鎚併化場は幣

化槽は規格(アトキン吹式〕より大きく

排水口が上部にあるため，解化盆の上 15
cm程の水深を保っているため， 水が幣

化盆の上部を疎通して，窒息死するおそ

れが多分にある。卵掬は一般に小型で極

めて非能率的で卵盛りの際受精卵に衝戟

を与える機会が多くなるので注意しなけ

ればならなし、。

以上気のついた点を述べて見ましたが

今迄とかく東北各県の資源量を無視しが

ちで、あったが，多いに認識を新たにさせ

られた。水産行政上はやはり北海道なみ

に取扱うべきであるものと考える。指導

如何によっては，まだまだ採卵量の増加

が期待できるものと信ずる。
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太

また天然，人工治殖事業を共に行なっ

ている点はわれわれも多いに学ばせられ

たし，天然産卵床聞の適正放養尾数など，

効果的天然蕃殖の方法も研究の余地があ

ると痛感させられた。(技官資料係長〉

津軽石野化場

(所在地岩手県宮古市字津軽石)

解化場の創立は明治 313年9月， 日露

戦争を記念として大字赤前字御蔵の地に

伺人佐々木清助氏振沢川を利用し収容能

力 100万粒で発足したのが初まりであ

る。次いで‘明治 41年に至り， 皇太子殿

下岩手県にお成あらせらるるを記念して

同年 10月に津軽石漁業組合経営の下に

大宇津軽石小字岡田の地に移転改築され

名称を津軽石村漁業組合人工僻化場と改

め，鮭卵 15u万粒収容の設備を整えたが

この地は不幸水害の難を蒙ること再三に

およぶので， 明治 43年 8月に大字津軽

石字馬越小田の沢の渓流水を利用して再

度移転をし，収容能力 200万粒に増とな

った。その後永らく本漁業組合経営であ

ったが，昭和2年釜石，大鎚と共に人工

併化を経営するところとなり収容能力も

350万粒の増加となった。

以上の如き状態であったが，諸般の事

業拡張の結果この場所では，万事支障を

来しつつあるため昭和8年 7月現在の地

に移転改築し，収容能力 50u万粒となり

場名も岩手県水産試験場津軽石鮭鱒養殖

場と改称するに至ったが，終戦後県の経

営状態は予算の関係で諸設備の改造など

行なわれず， このまま放置しておいては

鮭魚の蕃殖に重大なる影響を及ぼすため

昭和25年 10月県より本組合に払下を受

け翌 26年 5月農林漁業特別融資法によ

る資金を農林中央金庫より 300万円の融

資を受け現在の収容能力 2，000万粒にお

よぶ施設を完備し水産養殖業の進展に努

力している。

平

洋
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(設備)

桝化事業最も重要

な当場の僻化用水は

すべて大字津軽石宇

藤畑山の頂上付近よ

り下る河川が途中よ

り地下に惨透潜流し

併化場の約 300m前

のところより湧出す

る水質極めて良好な

四季摂氏 10度 内 外

の水温を保つ湧水を

{吏用し併化方法はア

トキンス式を採用し

ている。

敷地 11，624坪僻

化室 (2，0()J万粒)

101.5坪事務室

6.25坪標本室5

坪滅過槽 及び器

械室 15坪揚水用

電気モートル (15

馬力)1基揚水用

補助テイーゼル

(10馬力)1基

餌料調自己j室10坪

倉庫 6.6坪稚魚

池 2面 27坪成魚、

池 1面 52.9坪親

魚池 S面63坪

(捕獲場〉

採卵室， 漁夫舎は

ちょっと北海道で1工

見られない程立派な

ものである。捕獲方

法;士制ウライ(建網〉

曳網， ヤスを使用し

ている。網ウライの

t流部は竹の資留を

3筒所にわたって留

められている。

津軽石瞬化場捕獲場見原図

一日
ベご二/

時四

国

圏

ラキ二産卵床

一一一一--ー』ーー号車網

T三

品
引
策
に

τ賀
留

三回



費留と網ウライの下に停滞した親魚を

曳網，またはヤスで捕獲している。ここ

では月に 3日天然産卵に委ねることを行

なっているので，人工，天然の増殖手段

を併用する捕獲施設としては申分ないも

のと思考するO

最近 5カ年の津軽石川鮭採卵状況

年次!-l---T-'rtr-*Ll 面市嘉吉致一寸一一一一|使用
昭和(捕獲数|一酷ー「雇下FI旅卯鋲|率

1 尾ナー~ 尾 1111 粒 吋

29113，11912，14111，73113，87刻5，415，50032.0

3017，03411，043: 86811，91112，553，50029.8 

31 1 8，88611，550' 1，182;2，7321 3， 125， 000!34. 9 

32 115，08812， 115，1， 69213， 785引6，460， 000128. 2 

33 144， 776! 3， 46111， 812: 5， 273; 10， 184，000115.5 1'" . . ~i -， '~I "~'-I 勺|

※使用率の低いのは一部のものは天然産さぜ
ているの使用率は正確な雌雄の割合が不明
なので7fが雌として計算した。

織笠謄化場

(所存地 岩手県上閉伊郡山田町字織笠)

昭和 22年設立，昭和 26年 5月農林漁

業特別融資法による資金の融資を受け

500万粒噌設を行なった。経営は織笠漁

業協同組合が行なっている。今年は非常

に漁も良く現在 300万粒の卵が収容され

ていた。

(設備〉

採卵室3坪事務室4坪府化室 48.0

(収容能力 501万粒)
最近 5カ年の織笠JIi鮭採卵状況

年 次l捕獲数l採卵数|放流 数l備考
|尾!粒尾1

昭和29年|7，m;2，l玖 0∞11，904，000; 

30 5，1131 1， 443， 000， 1， 131，000 

31 I 7，5251 3，304，0吋2，766，000

32 1 7，7311 4，250，0001 3，813，000 

33 114，2991 5，672， OOO[ 4，878， OOO[ 

大鎚醇化場

(所在地岩手県上閉伊郡大鉱町〉

明治 43年設立， 現在町営をもって運
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営されているO 収容能力 500万粒，勝化

室 55坪，稚魚飼育池 80坪，事務室 27.5

坪(宿舎付)という立派なものであるO

ここでは鮭の人工瞬化事業のほか，虹鱒

の養殖を行ない，釣堀などをも経営して

一般来客者に利用させている。
最近 5カ年の大鎚川鮭採卵状況

年次 l捕獲数|採卵数|放流数 1備考

1 尾1 粒l 尾l

昭和29年18，0681 3，412，0001 2，636，000: 

30 1 4，2711 1，475，∞0: 1， 1仏 0∞1

31 1 1，9391 600，0001 510，000 .1， ..................1 vvv， VVVj /.1V， vvvl北海道

32 1 6861 598，000] 1， 471， 0001より移

33 112，0861ι040，∞01 3，652，∞oi殖

(以上大久保記〕

岩手県の津軽石川は現在でも年に 4万

~5 万尾もとれる東北第ーの鮭の湖上河

川であるO ここの捕獲場の河岸に胴体だ

けのわら人形を立ててあるので，ちょい

と不思議に思って， このわら人形の由来

を聞いてみるとなるほどこのわら人形の

ごりやくのせいか，今年も大漁?北海道

の河川でもわら人形を造って立てたら如

何? 以下その由来であるo (大久保〉

昔南部藩では，津軽石川から沢山の魚

が取れるので土民にとらせるのは勿体な

いというので， この鮭川を津軽石の土民

たちから取りあげてしまった。

土地の者はこれまで百姓をやる一方鮭

を漁つては生活の足しにしていたので，

全然鮭川の取上げを喰ったのでは乾干に

なってしまうというので，取上げること

には不服を中さぬから，幾らでもし、し、か

ら獲らせてほしいと願い出た。

封建制度の場合こうしたことがすでに

無礼討ちになるに十分なもので、あったに




