
でtf¥る軽便鉄辺の発車111，1]¥1tS'ちで湖畔で

半日を過ごした思い出は今なお印象に残

ておる。その次は昭和7年 7月に北海道

の鮭鱒併化場協議会に臨席し講演され

た。この席に十勝，銀11路，根室地方の~J

化場を視察された。第 3回目は昭和13年

8月で北海道の鮭鱒併化場が道営l乙移管

され， 11年に中の烏l乙北海道鮭鱒餅化場

(現在の水産庁北海道さげ・ます併化場

の前身〕が出来ており此処で農林省主催

の12道府県関係者集合して鮭鱒の生態的

研究ならびに保護につき協議会が開催さ

れこれに徳久氏がIIJ席されたのであっ

た。この時はさきに令室を亡くされたの

で11v.一人の愛嬢の孤独を気っかい準々同

伴されたので普通の旅館よりは万事好都

合と思い拙宅へ正lてもらった。このころ

の氏は未Tご元気旺盛で聞酒向辞せずの強

豪振であったが，愛嬢は父宮の大i門を心

配し懇親の宴会にも|日j席するというくら

い監視頗る厳しいのには流石の氏も苦笑

'\1!j~然たるものあった。

第 4f日1tJの来札は昭和22r.1"で終戦後の

混乱期であって筆者ーも何彼と気忙しく漸

く氏を札幌駅に見送くるに間に介ったく

らいで多く語る機会なかった。 i';j(産 lfi法

域から明年の参議院議員選挙に11¥馬し給

~海外水産情報より~

デンマークの池中養鱒事情

池中14;怖はデンマークでは19041fから始主っ

た内そして数同の実験後，アメリカ虹マスがi也

中養殖に適することが判明した内これはヨーロ

ツパではデンマーク魚母として知られている内デ

ンマークに池中義鱒が存在することは主として

位置経済学により決定される吋ジユツトヲンド

では夕、ムイヒに容易な小川に清澄な淡水が豊富に

7 

へ J と繰り j立し準内にすすめて'hli"};(され

た。筆者は当時そんな気持ちはなかった

が，後l乙急、l乙出馬する巡り合せになっ

たしかし不徳不才の致すところ勿論見事

に落選したが「全国区で出馬すれば応援

の仕方もあり勝算あったろうにナJとの

お託!立で両者大に笑った。

その後は同氏年来の持論である漁業受

益者の報恩の意味で増殖への協力を実行

せしむるべきであるとして資源保護法第

21条の規定を実際に適用するべく北洋漁

業者の国営併化場への協力体制確立に監;

命となり筆者も役目柄その翼尾に付して

努力したが脅易に具体化せず数年を空費

した。しかし昨年秋ころからi斬く目鼻が

つき一安心したのが本年の春であった。

ところが氏はこのころ風邪にかかりそれ

が仲々恢復せず関係者を心配させたがつ

いに天寿尽きこの協力団体「社団法人日

本財鱒資抑保護協会 1 (発足の11月26n

を待たずその併{か 2ヵ月fIIj9月28日忽然

として74才の生i圧を間ずられたの臆。

肉l乙前記「社団法人日本魚t鱒資源保護

協会ー!なる名称はi詑立案作成 1j "乙徳久l¥";

の発案で命名したもので亡き氏のよいJ己
念として後!I:l:!亡残されるであろうことを

{、j-~己しておく。 (33. 12.20杭〕

たたえられている《夕日気と水のj品)支が一年を通

じマスに良い，それに飼料が安く既定である内

デンマークにはマス長柄場が約 400あり，そこ

ではが)8.8ii万ポンド (3.8下{万世!のが年間に

ノトー産される内めんどが輸U¥され，イ'J:i(，]先は米，

伊，スエーデン及び英である【

手fになると唯マスは卵を，株マスl土料i虫を搾

りとられるべ精虫と水が混合された後，卵l土41

別!jff.{ヒ場に配給され流れる清水lドに締かに放さ

(20京へ続く〉
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クテイカット (Connecticut))11のシャ

ツドのJ司査が最初で、太凶洋産さけでは

1868年ミラミチ (Miramichi))11で什わ

れTこ。

また太平洋沿岸のさけではカルフオル

ニヤ北部マックラウンド (Meclound))11 

で1872~ドに行われた。

近代的併化場はコンクリート長魚、i也

冷凍装置等のi没備をもつので25万~90万

ドルを要し，現在20 カ所の~1Yf.化J坊で数百

万ドルの投資をしている。

勝化方法

捕獲した親魚の取扱は日本で行われて

いるので，同様で卵数算定は重量法を用

いている。飼育中の魚、が病気にかかると

水産局で常時!伝っている魚の医昌(病理

学者)が来てサルフア剤とかぶ鋭化合物

を月jいているようです。

また附化器は立体式の処もありますO

これは床面積とぶ量の節約養f.号、池が僅か

でよい手の利点で汽)]とで考えているこ

とはすでに事業化している。利t魚はトラ

ック輸送でそのd:!X (J~i はん体的なもので

す。養魚池でn昨料をりえ大きくしてから

放流していますO

附化jめとして現在次のものがありま

すυ

ピユーゼツト・サウンド I也I~

ヌークサック (Nooksack)

サミユツシユ (Samish)

スカギツト (Skagit)

スキコミツシユ (Skykomish)

アイザツカ (Issaquah)

グリーン (Green)

ピヤラップ (Puyallup) 

ミンター・クリーク(おrJ:interCreek) 

フード.c¥-ヤサール (HoodCanal) 

ダンヂネス (Dungeness)

デイセツプシヨンパス海洋調査部

(Deception Puss Marine Reseach Sta 

tion) 

ワシントンチ1'1沿岸地区

シンプソン (Simpson)

ウイラパ (Willapa)

ネマー (Nemah)

コロンビヤ川地区

トーノレ (Toutle) 

カラマ (Kalama)

リユーウイス (Lewis)

ククツキタート (Klickitat)

エロコミン (Elokomin)

ワショーカゃル (Washougal)

( 7 J.'rよりがじく j
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第 11<. 1958{j'.マス:f't'，~(~のデンマーク車MtU高

障 芳類ii仕|ド内(りd 先|数量|金第秘1 

池 l巾|ド1 マス 1 11， O白bi引|l:
f生t きだl! 一I1し， 275i 699 

加 工|イタリ一 lは2，4ω04引 8“62
ク |米国 1 2，243 1 1， 186 

ク |スエーデン I1， 247 I 451 

ク |英国 1 1‘214 1 436 

タ |その他 I1， 201 I 487 

計(加工のみ)1 I 8，309 I 3，422 

註...1 !lllは6，907クローネノレ

第 2:1<. デンマークのマス生産高

年別|数量|金額

{ooo I 1 :'000 
1957 9，489 I 4，267 

1 956 8，680 3，604 

1 9 5 5 i 7，998 I 3， 131 

れるJJiJの皮膜全通して阪がかすかに見透せるま

(4U{へ続く〕



42 

「勝山さんは車を持っているのかい ?J
去年

「それがネー，チヨネンの暮にうつばら

ちゃったとき…・・」と彼はさも自分が売

払ってしまって済まないといった調子だ

った。 it、いパイグでしたがネ・・・・・まだ

1年半しか乗ってませんでしたよ，惜し

かったすネ，何でも 3万……|

「いいよ，いいよ，そんな話 j私は彼が

調子に乗ってうるさく喋るのを制した。

「それぢや今は何で往診してるんだい

?Jと大111が聞い?こO

li号のない時は自転車だが，この守では

ね。同道から乙っちは入れんヨ u この前

中川さんの爺さんがイカれた時に馬提で

産んでたよ l

「それぢややっぱりこっちから迎えに行

くということカ>J

1 2、ぐならその方が確実だね」と大山が

L、う c

「そうすナ，そうしませう，その方が早

(20頁より続く)

でここに摺められる《

マス卵の輸送はこの段階が良く，デンマーク

からかなりの数が輸出されている η この段階の

卵が同一池中に招まるとすれば，卵膜嚢を脱ぎ

捨てるまでであるη その後は稚魚として他の池

に輸送されるη これは通常は秋までは起らな

い内マスは更に l年乃至2年半経たなければ食

べられるようにはならなし、そして更に養殖H

的に利用するためにはもう一年が必要である η

マス調在同休によれば，マス 1ポンドの生産に

飼料7ポンドが必要である。この数字は農林省

内に異議があるm 即ち同省の推定によればマス

1 尾は年間11~17ポンドの飼料を消費するη デ

ンマークではマスは専らニシンとイカナゴとか

い，電話なんかかけに行ったっていつ来

てくれるかわからんからネ。行って連れ

て来ませう。」東海はこれで総て解決っ

ていたつもりになっていたr

「どうやって連れてくるんt:いっあんた

がまた馬みたいに提を曳くのかい?役所

のパイケは 90cc t=よ， しカ〉もオイボレ

t=よ乙の"1')自に 2人乗りはLH来ないよ」

「そうか，勝山さんはひどく肥ってるか

らねー…無理だづ…… 1 n 人共思案に暮

れて誰も何もいはなかった。

「よし，俺が加藤さんからスクーターを

借りて行って来るよ r あんた達国道まで

t~を持って迎えに[11てくれないか。そし

てそこから主任の家まで勝山さんぞ乗せ

てくるのさ]京j毎と大IUは飢いたが

「結局，俺注はほ曳の犬か， 仕 JJがね

エ」と大山がいった。私は

「人を見殺しにする人間よりましだよ」

といって彼の肩を叩いて出掛けた。

ホワイテングの如き塩水魚を餌料としているの

共食いの問題があるが，しばしば大きさによる

撰別を行うが全く充分な効果をあげているとは

いえない内

3年前ジユツトラ γ ドにマス調査機関が創設

されたが，これは現在栄建研究，ホノレモン学及

び病魚、の治療などに関係している弓調査機関で

は近い中に，大きさ一様化を目ざす遺伝生物学

の研究を開始したし、と η また養殖者たちは近視

眼的に大型魚、を販売にまわし養殖には小型を使

用していると η

また同機関はまたがI川汚潟問題にも関係して

おり，養殖者に代って汚水源泉の究明に乗り出

している。




