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マスノスケの移殖及び

ワシントン州の解化場紹介

マスノスケは北海道沿岸では数益的に

少なく，産業的111i!11Uはそんなに而くない

ため一般にはほとんど知られていなL、。

しかし北太平洋水域及びアメリカ太平洋

周辺においては主要な資源のイ重となっ

ているばヵ、りでなく，サケの干弔問，¥，では

もっとも ¥'r首長で大きくなるので， アメリ

カ，カブ夕、、ではキング・サーモン (Kin-

g salmon=サケのt1ぷ)と|乎ひ、なれてい

る。この魚種はアメリカ太平洋岸 :H十|で

は産業的1111i{H'1も，'，:)く， まfこ消MJI¥にι沢

山初IJJ'.するものであったが，近{l順次地

方的， *，1'にコロンピヤMでは資源が減少

しつつあるので，資源減少防!とのため訊

殺の ~b回を一、ケて，竹にこの種に心をくば

り， '1'でもワシントン州ではl恨んに他有:

サケとともに人 l' 化、取びに相々資源

研究が広汎に実Jkぎれてい乙のであ

る。

さてマスノスケにU.たきく Yrll;l)_と秋刊1I

とυ〉三つに分けじノ.jl乙η Ud)c)IIIi行i三

.~J'f ゐ魚ル‘ら Ý!Y{ j ヒさ，) 1 た利U~ut ， _1じi[ij.~白

ぴ)i"J! 1\ にらく初，日「乙リーヶラマスの J~II

<. [;年げりするまでが)1 (IU¥II"fJl¥l¥.i/itる

ものがj心';[¥分を Iliめるが，後自の利i1.(¥1 r、
サケと P，J椋， WHじLたイドに|命日Uするとい

うことがう、JIわれて L 、る 1ラrr'i1I _1ヒ ìfJj~立さけも

.主 jjjf}1 1二 ~XU:l始以来l::\(l 九]年には乏し『
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ワシントン州立水戸在局の好意により， ~t 

i{Lj)立の河川て、はj2j1卵しないため，その卵

及び利i1，\(をI，~ることができないマスノス

ケ充n0:0[J (10万粒)を寄附されたもので

あり，この卯は存型に日3するものであ

るの卵のI多角tll工シャトルから千歳まであt
t件没でおこ/工われ， 11!j [::jもiマく，卯の到J

i，(rもほとんどないため，似めて好成献で

あることが証明されたわなである。 }J}，~、

がけないアメリカの好;立に対し， ~!Yi化 L

た利i1れを安全に降海させるために先ず充

分にむ，[川を選定することが重要な課題で

あったらこの魚種の湖上iitf)11 (土比較的大

きく， w.列なところが適するといわれて

L、るわ現在の北dJj)芭の詰j口'1)1¥でl工， この

2つの状況を満足するようなところはな

か々かJ，l，ょうらなレ，すなわむ小さ， 'i"[) 1¥ 

で;土キレイなところもあるが， しかしk

!!!l河川では多βイi少なかれ産業廃;J(

その{UJ.でPJi局されてL、るからであるc さ

んに苦ん工少々 くとも・イ|ー[:日;"1川にす'i:.i:れ
と 1.てili?ると'f.lt，.t:，小さ/なiil[} 1¥で:1釣

r:ili川絶urのx'，l(3~ 物となゐので， ¥iHられた

少数，!)1.(((lj1'1く絶滅 I.'CLまうので， jU

I)~ でも大ぎ /:r ， I'W;二寸).ヶ天然バリIJI二ftr
泊/乍j也Jj&:のあみ¥.)除川に協l誌の uた4ん

さAtlニオバ)'-cちおり 1() J J J:l 11 1)11 ;i.'Ij?i iを
-~I"千以附化叫にif:して，大部分を十勝
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JlU:流メム支流に移殖し，今年春にとあ

ぶらびれミととjllilはらびれミに標識して

放流したわけである。メム川で標識した

耐の平均体長は 3cm内外で， 一方千歳

三!(Jあで附化した稚魚は，各鰐に標識し

て，その丙ソi:J1.介とか)ぷj訂正合を観察す

ろために，人 r:同Hを与えて飼育してい

わが. 10月 711J.Jli生で1工fiffも良く Wzり，

f本長も平均 9cm内外に'L=.長L， ，¥，には

12.1cmに注する例休もある n ただ残念

仕のは投何その他の都合によって狭主い

ところに入れてあるので， これ杭しか生

日 L!:ç_~、が，広い場所に入れればもっと

もっと'1:.J~ずるはずであるの以 kのこと

そ考えあわせると者にメム川にJMiたした

マスノスケ利ff.(~は相叶大きくなっていろ

仁のと思う c

北げ!日立にIY¥:{r移殖された卵の親魚は，

ワシントン州、|の北端に近い，カナダのヴ

アンケパー 11:~j の向 11映をへだてた \('1 い側の

ト、ンゲネスMで，移丹(iされるセで. JJrl 

をJll'保していたのはドンゲネス附化均

(f)lln只enesshatchery)である。

アメリカの附化場について以前にも一

寸ふれたことがあるが，その日的の材l呉

によって 2桁に分けられるようである 'j

その一つはサケ資源、を維持するための太

平n・サケ知を取り扱う g~f化iめであり，他

ブjI J.)庄一f卒、家)<，)./裂のニジマスその他マスnl
0)附化lめで，而附化:it~の!íTI何方法は異な

っているハさらにワシントン州のfにかて、

も州、!なのものと同 ¥1.の2約ヵマntしてい

るようであるが， ここでは州なだけにつ

いて怖ii".に紹介する次第である。現在ワ

シントン州立の附化j坊は 21カ所(J也凶

参JI.(Uあり，各gjYf化場のj也IIH的位置と，

j可)11に上ってノ，J附lt:{ij;JlJlだそ1ifr，1iHブE!J

日も異っている。次にワシントン州水産

局所属の附化場の位置. 91呼化場設fr.年，

取扱っている魚種，養魚池数 括弧内数

字，併化場収容数，および養魚池収容数

(1f魚~yearlin民幼魚自n伊τlin只〉な

亨I)~I己し主こO

① Kalama hatchery No. 1白川

1895'lに設立，マスノスケ

gjYr化坊ftf魚収作能力約2，400，000尼

五1.¥¥)IiJ，科i!.¥{JI'cZ 'fi:能力約 fiOO，OOO尾

(11之魚〉

約1，400，000尼(幼魚〕

(事 N川 ksackhatchery (12) 

1899 マスノスケ，ギンサケ

附~X 1， 400， O()()尼

表収 fiOO，O()()尼

1， 800， OO()尼

⑨ Samish hatcl1E'ry (10) 

1899 

1昨 JI1 2， fiOO， 000尼

表 Jlx: fi()()， ()OO尼

1， 400， O()()乃己

④ Will叩日 hatchery(1()) 

1899 

ljjYr 収 2，9fiO， 000尼

表 Jl1 400，000尾

1，400，000尼

⑥ Gτeen river hatchery (:16) 

(以前の whiteriver station) 

1901 

附収 16，200，000尼

兎 Jは1，800， 000尾

5，400，000尼

⑥ Dlln貯 nesshatchery 

Dungeness Station は Sequim近くの

Du只enessMに 1902イl'に建てられ，広汎

なJ皆川~ 1画が開始された 1909年頃まで



に採卵に成功した。初めはこの河岸には ら産卵するようになるだろう。ともかく

充分な装置がなかったので，その結果数 1909年以後産卵群の減少が，この Statio-

えきれ1(.~、売るくの計 L 、降下問、が国'if!rIilJに nから報じられた。そこで 1945"'t-に即?

♂ /  

判lL流され死滅してしまったηf-_流でl;工

蕃舶に泊三~で氏 L 、から，これら装置の下

に移殖すれば Fi，11に [II[活jして々 、ろ籾角、カる

γ 

化J易が再建さ，11，今刊では ElwhaI"Iの

干火のマスノスケおよび Dun只eness河か

らのもi今のースノア、ケと仙の向、filiを維1St-
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るため，この僻化場は 16の養魚池を持

ち操行している。併化場のサケ稚魚収容

能力は大凡 4，500，000尾であり，養魚池

収容能力は年魚で大凡 750，000尼および

幼魚で 2，200， OOO~尼である。
((j) Skagit hatchery (20) 

191 G 1rの洪水で流失， 1945午に近代的

~1Yj' iヒ場が伝てられたわここの Creekに

l工ギンサケはi刈らなかったが，移爪L

てから ~'ÌJí'月上す;;:，ようになったの

附収 fi，500，000応

義 JIZ 1， 000， 000応

:1， ()OO， 0(0)己

(8) Skylωmish hatchery (11) 

1907 

j¥y!' JI:，( 2， ;j()()， ()OO尾

花 Jly_ 5()0， 000尾

1，400，000尼

(型1) Puyall up hatchcry 

1917 

同作 JI'，( 1， 500， (00)一己

主収 400，000尼

1，200，000Ju 

⑩ Lewis river hatchery (17) 

1909 1<)}めはマス知のYIYf1ヒ14J
附 JI;( 6， ()()O， ()()())己

持 J['I 850， ()O())己

2， 400， ()()OJ己

⑩ Issaquah hatchery (21) 

ベニサケョギンリケ，マスノスケ

11¥y? JI/ :¥， 250， O()O!i己

子日 JI/ 1，0ら()司()()()I己
:1， 2()()， ()()O)己

恨 Minterじreekhatchery (12) 

1 ~.J:l(; サケ、カラアトマス，ギン -1)-ケ

~[fí JI/ 氏()()()， ()()())己

二長 I[)， C;()り‘ りO(J~

1， 800，000尾

⑮ Deception pass hatchery 

1947 この附化場はサケ類の魚昨試

験，底魚、，貝類のために i-ìlì~~ 1-されたも

のであるの Y\Yf化場には有nJ 1.~と i'Jì勾に

[ \~J係ある研究室が(、n否1 している()その

ために怖の如水とパス1，切の淡水を自由

に{史朋できるように仕っている。その

他にサケとカラフトマスの飼育;武験，

さらにアメリカ東dlJ74から他の積と

か， I1木のカキ只trど、を移航してその

可能;出i倹をしている。ゆえに~iYf'11刷工た

いけ在l以 :l5()， ()O()尼 1，お00，O()())己

⑮ Simpson hatch巴ry(21) 

1909 ギンサケ，マスノスケ(この

J也|ズ円満のため減少しつつある)

附 )11 3， ] 00， O()O 

':!'E 収 1，050， ()()O :1， 2()0， 000 

⑮ Klickitat hatchery (:16) 

1899 秋のマスノスケ，ギンサケ

y[ff 収 6，800，()()()

41主~:Z 1，7()()，OO() 5，200，000 

⑩ Nemah hatchery (12) 

1951 秋のマスノスケ，ギンサケ

，~:a{j_-~の研究と交配布T(の飼育毛どしていろ

附 JI/ 3， 500， ()()() 

長 )IY. 600， 000 1 ，おO()，()()O

⑪ Toutle hatcheryは())

1952 t火のマスノスケ，ギンサケ

Jly. 6， 7()()， ()()() 

主 JI又 1，5()()，()OO ;J， 40()、()()()

(@ 1 !ooc! canal hatchery (29) 

195:1 {(;](湖， {炎ノ'J(および狗;J:~r 干 I[

)ljしてサケのiili判，放WII'jjをなどの

l式験，似究会行役っている。 1954午ス

キーナ一川のカラフトマスの移1[1'1にIJx.
~)J してワシン卜ン小I1 のカラフトマスの



年群の樹立をきぜるだろうといってい

る。

附 J[V， 3，000，000 

養収 1，000，000 3，000，000 

⑩ Elokomine hatchery (22) 

1954 ;f;火のマスノスケ，ギンサケ

1952イ干支でマスノスケが多かったが，

その後減少 lたので，Hii{に努力して

IJ見功 Ltニσ

~[ff J!¥( 7， 100， 000 

表以 1，100， 000 :3， 200， 000 

⑩ Washougal hatchery (42) 

1958 t火のマスノスケ，ギ γサケ

附 J[x_ f1， 000， 000 

主 J[l 1， 500， 000 4， 400， ()OO 

@ Kalama hatchery No. 2は0)

1958年大凡完成秋のマスノスケ

上流域のマスノスケの問復とギンサケ

小併のl到な改良をLl的にしてl没立

附 Jl又 9，000，000

詫収 1，500，000 4，400，000 

ワシントン州の ~lff化場はいずれも立地

条件に台った魚種を，人工附化して，サ

ケ矧の資源五ljJ;jに勿力していることがう

かがえる c .1コが国の崎町{ヒlLjと呉るのは，

あくまでも補充資源、である付i魚管理に主

限をおL、てflコ業を進めていることであ

る。さらにサケ類洲上減少illJ川の資源問

復にも積極的に乗り IJ¥し. {J効lc子Jをた

施行している。一般的にカナダ，アメリ

カ. fl本の附化場を比較して見るなら

ば，カナダでは開発の進ま 1!;~土地がも 'f)

ろん多いということもあるが，あるいは

河川の天然産卵の能力を充分調べて，そ

れにかnぇ人し附化をした時，その河川の

資源がJ::円殖されるならば，人T附化は有

効な方法だろうという考えで研究 L，現

イi:テスト t+，であるりそれゆえにアメリカ

と11本とは万Ijの観点に立っているわげだ

あろうのともに最終目的は同じであるか

ら，充分現A突を直視して有効な方策を積

極的に実施することが必要なことと思

うο 主た将来マスノスケがわが国でも有

望されるようになれば，産業的価値がお

まるから，白)1業的観点からも今後あらか

じめ外国力、 c)移列(f，;['jflJIを立て実施するこ

とl工釘効で， きっと!反功ずる tのと巴う

ものである l

人 事異動

道立瞬化場

退職 '!Q:i5}iH小灯台(jlT 35. 4.30 

一円日il'U負-- '!CJ務支民ηィjltJ台(千歳)lilJV主辺恒n日「北見)本iLi庶務i~ ・技術吏反米川午

-: (収日目)G，]/，I?IR 11: Cl!除)木場'!r，;長課.:j*f，~i ちと員長内総: (森)本1M調li'課・技術~m主

/;11好・ iW1川I1n二(本場).伐-n紳場・ I，U荒木義MI:(~t 見)天出え'J坊・同安川雅夫 i 天ttO 釈

明立場J・lH先史fUドIlllfW'.・技術lle:Fl.林成治(波山) 卜!l券j'(Jぉ・ 'jj1:務-.;Q貝原阿秀夫(1-

11券)技術'HlrJ、JIIIIFII日(本場)波11;:j支i必・事務1lIf1 if:i tJ:i nん (イト JbJ ) 技術:i吏n松木1~ヨx:

i ， '(['I)~) 千成長場 以 f: 35. 7. 1 

弘、 11'， 技術史n沖ITl平11リ)iが)似宗支fj'J](斥諜・|司1!1，;r.l'i1IiL¥e ( 1'11券) ~111:I':'Í ~'i 水 PÎ'

誠 以上 35.9.17 

山用一技術補占的勲・序説.，市場・[可f)'fi:#火93・十l時."%:Jj'j 以上 35.1L 1 
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