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カムチヤツカ各地の鮭鱒の群は著しく

減少してしまった。 1948年来，カムチヤ

ツカ河及ぴカムチヤツカ半島東部沿岸各

河川の紅鮭群は著しく減少してしまっ

た。かつて豊富であったパラン河の紅鮭

群は数年前から，すでに産業的な意義を

喪失してしまった。カムチヤツカの紅鮭

の総漁獲高は1929年に比較して約三倍方

減少した。

オゼルナヤ河の紅鮭群は千島列島周辺

で， 日本人によって紅の強度の捕獲が行

われた時期から後， 1940年代のはじめに

不況に見舞われた。日本人が向島周辺で

の漁業を中止してから以後，われわれの

オゼルナヤ紅鮭の捕獲量は増大したばか

りではなく， クリリスク湖に庫卵湖上す

る親魚の数，すなわち紅の群の総量が階

大して来た。現在，これがカムチヤツカ

における唯一の紅の大群で，群の状態は

上昇・の傾向にある。

群の数量は紅鮭ばかりではなく，他の

魚種においても減少した。例えばアナヂ、

ル河のケタやカムチヤツカ東岸の河川，

その中でも特にカムチヤツカ河のケタの

漁獲量は著しく減少した。カムチヤツカ

北東岸のケタ及び樺太鱒の群は不安定な

状態にある。以上の例は，現在不況にあ

る鮭鱒群の総てをいい尽している訳では

ない。鮭鱒の数的な減少は，過度の捕獲

によって引起きれ，その結果，産卵親魚

の数は以前の数量の魚群を再生産するた

めには不充分なものとなる。過去におい

てもカムチヤツカで鮭鱒の数量に著しい

減少が見られたが，当時の漁業は現在と

は比べものにならないほど貧弱であった

から，漁業自体は鮭鱒の数的減少の原因

とはなり得なかった。 18tlt紀及び19世紀

の聞に数年鮭の湖上が著しく減少して，

ベトロパブロフスク地区及びカムチヤツ

カ河の渓谷地帯の移民の聞に飢餓が起っ

たことがある。当時は漁業の影響がほと

んど及ばなかったので，その時の鮭鱒群

は自然のままで迅速に同復することが出

来た。従って鮭鱒群の数量は，再生産の

ための自然環境の変化によって著しく変

動することはあり得る。
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現在のような強度の鮭鱒捕獲は，繁殖

条件の悪化によって減少しつつある鮭鱒

群の数量の，自然、的な回復を阻害し，時

には不可能にさえする。ある場合には，

しばしば漁業の集約的な度合が強くて，

別に自然的な要悶がなくとも，集約的な

漁業それ自体によって，これら貴重な魚

群の組成が破壊される。 19;JO年代の終り

に， 日本人が公海で行った大規模なリヤ

ク奪的な鮭鱒漁業は疑いもなく. 1940年

代初期のカムチヤツカ河系紅鮭群の著し

い数的減少の要悶をなした。その後公海

における日本の漁業及び沿岸の漁業が中

止され，従ってウスリカムチヤツカ地区

での紅の総漁獲量が著しく減少されたに

もかかわらず，すでに衰えた魚群にとっ

ては，過去の漁業が余りにも強度であ

り，その回復を妨げている。

1948年におけるカムチヤツカ河紅鮭群

の著しい数的減少の主な原因は，戦時中

及び戦後の過剰捕獲によるものではなく

て，再生産の環境条件の悪化によるもの

と考えられる。 1948年と1949年にはカム

チヤツカ河に，主として194::年及ぴ1944

年の産卵によって生じた年級群からなる

紅鮭が回激して来た。この年級群は，単

にカムチヤツカ河流域ばかりではなく，

半島東岸の河川，例えばパラトン河にお

いても少なかった。またその他カムチヤ

ツカ東岸では，他の鮭鱒類の年級群も数

的l乙減少した。

194;}年のカムチヤツカ河流域における

紅の湖上は平均よりも下廻っていたが，

しかしながら当時産卵に向上して来た親

魚の数量から見て，誰もこのような破滅

的な減少を夢想だにしなかった。従って

この年級群の紅鮭の回帰が少かったこと

は. 1943年に産卵した親魚の数が不充分

であったという一事実だけでは到底解明

することは出来ない。他の 2， :3の資料

が示すように.1948年からはじまったカ

ムチヤツカ河の紅鮭の著しい数的な減少

の主因は，過剰捕獲によるものではなく

て他の現象，すなわち卵及び降海時まで

の稚魚の強度の警告死， あるいは海洋にお

いて索餌回滋する聞大きな損粍を引起す

何等かの現象があったことを表明するも

のである。

鮭鱒(特lこ紅鮭)の再生産にとって

は，産卵親魚とならんで，産卵床におけ

る卵の歩留，淡水域での索簡期間中の稚

魚、の歩留， さらに降海途次の稚魚、の歩留

が主要な意義を有する。卵及び稚魚、の生

存数の変動は非常に大きいので，一般に

その年級から生産されたものの数との間

に真の比例は存在しない。その生活周期

中，海洋生活時代の鮭鱒の歩留はまた竜

要であり， しかしてその生存数は樺太鱒

やケタにとっては比較的他の魚種，すな

わち，その稚魚がより長期間淡広域で生

活を送る魚種よりも一層重要な意義を有

する。鮭鱒の資源量にとっては，卵及び

稚魚の歩留ということと同時に，また繁

殖の条件がかなり重要な意義を有するこ

とは，ダリニ湖の紅鮭の例で納得するこ

とが出来る。グラフには，ダリニ湖l乙産卵

湖上して来た紅鮭の数と，この湖上親魚、

の産卵で降海した稚魚の数，及びこの稚

魚、の中からタリニ湖に回帰して来Tこ成魚、

の数が示されている。 194;;年から1947年

までの間に，紅鮭はそれ以前と較して損

色ないだけ産卵湖上.して来た。また1944
年にダリニ湖に産卵湖上した親魚、の数は

もっとも多い方の一つであったが， しか



しこれらの年の産卵から得られた紅鮭の

回帰，特に1943，1944及び1947年の産卵

からの回帰は問題にならぬほど少かっ

海洋期間中の紅鮭の損耗は淡水生活中の

損耗とほとんど変らない。通常紅の回帰

は降海稚魚数の20%(時には33%)を下

廻ることはなかったが，ただ1943~1945

降海稚魚の数的な変動は，湖内に湖上 年だけが， 4.5%~9%まで低下したc

した親魚，す干尾 このように

なわち降海稚 3叶¥ ^ して附年の

魚を産み出し I ¥ ハ 降海数 ダリニ湖紅鮭
250~ ¥ .' ~ 

た親魚の数的 l i l t 産卵群の著し

な変動とは- 200~ ¥ i ¥ ~ :~ い数的減少及

致しない。こ I ¥ I ~n!\ I びその後の低

ZL22k ml i/V i j iJ221Tb 
100ト~ :' ~!，' 

して，索餌回 i γ 1/ i ! 削年の産卵
瀞中の稚魚の 50ト 1・ ~ I によって生じ

l ・.' ¥. ; 損耗率がそれ I v ・ ・ 7こ年級群中，
IIIa ・ I I ， '-..J 

ぞれ異る乙と ~/935 1937忽391941 1943 7945 1947 1.949ぷ5/ またはその後
1年度によるもので J玖136/938 1940 /942 ;944 /94(1 /948 ;950 1952 数年間の年級

ある O 四47年 千定 』 群l乙，再生産
150r ~I 

の年級に見ら叶 h J1 一一涜上数 のための不都
れる不一致 13OL A !! "・一一 合な条件があ

は，産卵床の 120↑ハ j i -一一回帰 数 ったことによ

凍結により卵 ~~~I I ¥ : ¥ -… ，、 って(幼魚の
7001" 1 ¥ 'i 

が著しく繁死 90~ 1. ¥ !; 生存が悪いこ

したこと日 80} 1 ¥ 1 1 A A とによって)

って引起きれ 叩十 /1 ~ ¥!̂  1.". 'I'¥. 生じたもので

たも のであ 60↑I ". xï\~/; I '" あるが，しか
50↓I '. /V ¥¥，' ¥ I ¥ 

り，一方194:-1 ~~L I ，: W '. I ¥ し同時に1943

及び1944年の お~ I い， ¥リ ¥ ~19羽年の年
年級群につい 20~.~' V¥ /¥ ¥ ー 級群中，海か

では，湖内で lO~ . L，イ ¥ ，v.--~、 らの回帰が減

の索餌回滋時 /935 '937 /939 /941 1943 7945 1947 1949 1$51 少したことに

f の稚魚の低い寄度 忽36 7938 /940 1942 /944 ;946 1948 /950 ;g52 もよるもので

生存率による ダリユー湖に産卵糊上した紅鮭の数，降海稚魚数及び記され ある。われわ

'ものである。 た各年度の産卵によって生じた親魚の回帰数 れはカムチヤ

反対に降海稚魚と回帰魚との聞にはほ ツカ同の紅鮭の数的な減少の原因も，ま

(とんど完全な引見られい山 叩ようにし中たものと考える。
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引用された例から，明らかに次の乙とが

分る。すなわち紅鮭の著しい数的減少

や，その低水準を長く維持し続ける原因

は，ただ単に濫獲や，産卵親魚数の減少

によるばかりではなく，再生産の環境条

件，すなわち卵の生産率の低いことや，

降海時までの幼魚の生存率が低いことを

も物語るものである。

鮭鱒の自然的な再生産の環境条件は，

産卵河川渓谷地帯の急速な開発，すなわ

ち道路建設や森林の伐採に伴って著しく

恵、化しつつある。従ってこれらの原岡に

よって損害を受けた鮭鱒群の恢復は.tこ
だ単に，強度の捕獲によって遅らされる

ばかりではなく，繁殖条件によっても変

化させられる。幼魚期を長期間淡水中で

送る種族群(特に紅鮭)の回復は，その

不況の期間が長い場合には， これら種族

の生物学的ないこいの場所が，他の雑魚

種によって占領されることでますます複

雑となる。

総べてこれらの事柄は，より短期間に

乙の群を同復するため，鮭鱒の再生産の

環境条件を改善する内で，積極的に取土

げる必要がある。この目的達成のため，

あらゆる方法，すなわち調整，改善，人

工瞬化及びわれわれの身近なところにあ

る鮭の生息場所に人為的に働きかけるこ

となどの方法を構ずる必要がある。

鮭鱒の全生活周期は次の各期に分ける

乙とが出来る。すなわち産卵同滋， 産

卵，幼魚の降海，最後に海洋での索簡同

i札の各期l乙分けることが出来る。再生産

の衰微は，鮭鱒の一生活期，あるいは二

三の生活期の不都合な条件によるもので

ある。このような条件を取除くことは，

明らかに再生産を適宜強化の方向に導く

ものである。従って鮭鱒の全生活周期中

の，機構や環境に適合した方法を知る必

要がある。再生産の強化に関する施策を

立案計画するに当って派生する，あらゆ

る問題を解決するには， カムチヤツカの

鮭鱒に関する研究は未だ極めて不充分で

ある。鮭鱒の各生活周期の研究方向を明

瞭に定め，そうして科学的な研究と結び

ついた計画を立てることが必要である。

研究は純然たる鮭鱒の再生産強化の方法

を研究する過程で，また同時に鮭鱒やそ

の他の魚種を，未だかつて風土馴化した

ことのない水面で，新らしい群を創造す

る研究過程で進めるべきである。その

他，産卵河川に水力発電所の建設を行う

際には，鮭鱒群の保護l乙関する施策をも

予め研究しておく必要がある。

産卵回滋

捕獲と湖上との調整。 再生庫のた

めには.itit卵床l乙向う親魚、数が不充分で

あっても，また多すぎても同時に有害と

なり得る。現在の捕獲技術はほとんど無

限の漁獲の可能性をもたらした。各大産

卵水域えの親魚の湖上率を確定すること

が必要であり，また漁獲調整のような，

漁業のための，漁獲の許容量を明かにす

ることは，いろいろの場合再生産にとっ

て有効となり得るであろう。

産卵期の親魚、の組成は一様ではないc

従って親魚、の性的組成，年齢，大きき，

熟度及び産卵期などから，再生産にとっ

てもっとも重要な産卵時期を確認する必

要がある。産卵期の初期及び後期に産卵

きれた卵は多少発生が異札そうしてこ

のことは，その歩留の上にも現われて来

。。



各群の撰択的湖上。 多くの河川で

は，同一種族でしかも生物学的に若干異

った鮭鱒群，例えば夏鮭と秋鮭あるい

は銀鮭，前期及び後期の紅鮭(カムチヤ

ツカ河，ナチキンスク及ぴダリニ湖)が

産卵する。 湖上及び捕獲の調教に当つて

は，各君fの親魚、の産卵期の調査と相侠っ

て実施きれなければならない。調整を適

正なものとするためには，鮭鱒の各種族

を生物学的(産卵期，産卵の時及び場所)

に見た，地方的な群について研究する必

要があり，与えられた地方の，全体的な鮭

鱒資源の中で，その地方的な群がはたす

役割りを研究する必要がある。

禁止。 若しも群の組成に関する観

察の結果が，その数の著しい減少を立証

するならば，鮭鱒群の数的な回復を図る

第一番の処置として，多少長期間にわた

って，部分的あるいは全面的に漁獲の禁

止を行うととが必要である。漁獲禁止の

持続期間は，各種族の特殊性及び資源量

の評価の度合により決定される。

湖上経路の改善。 急速な植民及び

渓谷地帯の経済的開発に伴い，カムチヤ

ツカの各河川の主要産卵場は変革され，

乙れら河川の様相も変化する。従って産

卵糊上の経路の状態を恒久的に観察する

必要があり，また河川内に現存する堆積

物や障害物を整理するとともに，将来の

土砂権積や障害を未然に防止し，また同

時に産卵に向う鮭鱒の湖上を阻害するよ

うな河川の悪状態を未然に防ぐ乙とが必

要である。過去においては産卵や成育に

役立っていたと思われる水面が，現在で

は早瀬や海布のため，鮭鱒にとって近寄

り難い水面となているものがある(例え

ばクロノツキ湖)。これらの水面にねら

いをつけて，その障害物除去の処置を研

究したり，あるいはそれを廻避するため

の処置， さらには， これらの障害物を乗

り越えて，卵や親魚、を輸送するための処

置を研究する必要がある。これに関して

は，産卵河川に設置された水学的工作物

を通過させて，鮭を湖上させるもっとも

良く知られた魚道の問題も一部関連して

来る。

鮭鱒が河川に沿って前進するのは，そ

の河川の水力学的な状態や，水温及ぴガ

ス状態に関係がある。これらの要因は，

海洋においても，その蹴度とともに鮭鱒

の前進に関係があることは明らかであ

る。産卵回活字に関連性のある，環境条件

についての知識は，新らしい鮭鱒群を効

果的に創造する上にも必要欠くことの出

来ないものであり，また同時に水学的な

建造物を建設する際の魚群の保護に関し

でも必要欠くことの出来ないものであ

る。乙の方面の研究は大いに発展きせる

必要がある。

産卵及び卵の発生と関連して，鮭鱒漁

業を正しく規整し，鮭鱒を数的に増加さ

せるための重要な条件は，

1) 産卵場における親魚の数を調ぺる

乙と。

2) 害魚の撲滅。

3) 産卵場の改善。

4) 移殖。

5) 養魚、場での卵の人工瞬化c

産卵及び卵の発生

産卵場における親魚数の計算。 親

魚の湖上率と，親魚による産卵場の充満

度とは不可分の関係にある。その率は鮭

鱒の種類に関係があり，産卵場そのもの，

9 
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すなわち底質及び特に，注水量l乙関係が

ある。これらの率を確認することは，産

卵場の充満度の判定及ぴ産卵床l乙向う親

魚の湖上数を規整するため必要欠くべか

らざるものである。

親魚の湖上率確認は，産卵場の面積の

計算，及ぴその単位面積当りの率を計算

することなしには行い得ない。従って養

魚、局が着手した， カムチヤツカ河の産卵

場の図面作成の仕事を継続する必要があ

る。しかしその際，産卵場の単位面積当

りの率を算定する方法を改善し，その親

魚による充満度を計算すべきである。

鮭鱒群の組成の評価及びその再生産の

評価を行うためには，産卵場の充満度を

系統的に観察しなければならない。この

観察は飛行機で行うともっともよい。飛

行機で，親魚による庭卵場の充満度を確

める仕事を拡大して行く必要があり，そ

の基礎の cJ乙v.って計算の規準となる方

法を研究すべきである。

掠奪者との闘争。 親魚、の一部は産

卵に卒‘らない内に死滅する。そのおびた

だしい数量を熊が喰べている。しかし近

年，熊の猟は 6月1日から 9月1日まで

禁止されているので，熊による産卵床の

被害をも数的に考慮しなければならない

し，さらに，この熊の禁猟そのものの利害

に関する問題も再検討する必要がある。

現在のところ，産卵期に鳥類(鴎や鴨)

の害が多いかどうか明らかではないが，

湧水のあるところや，水の少い河川の産

卵場ではこの問題は守主要な意義を持ち得

るのさらに産卵期には大量の卵をイワナ

が喰っている。乙の現象もまた数的l乙評

価しておく必要がある。すべて前記の研

究の主主礎の上に立って害敵から鮭鱒の産

卵を守るための処置を行うべきである。

産卵場の改善。 若干の地域では産

卵場の変遷に無関心であった結果，泥土

が堆積したり，おおわれた広大な産卵面

積がある。産卵場を清掃する産卵場改善

の方法を研究する必要がある。 泥土が被

覆することとの闘争のためには，ギドロ

モニトールの原理で働く小さな機械を応

用すべきである。

産卵床の凍結を防止する効果的な処置

を構ずること(例えば水位を上げるこ

と)は，同時にある年の再生産を本質的

に改善することともなり得る。この方面

の実験研究を行うことは極めて望ましい

ことであり，多くの場合，人工産卵床l乙

依存しなければならないこともあり得

る。この方面の実験研究を行うことが必

要な時期に来ている。同じような仕事は

同時に天然産卵床の給水を改善する手段

ともなり得ることは疑う余地がない。

これとは全く別に，河川工作物の建設

で水没する産卵場で，鮭鱒が産卵出来る

かどうかの問題や，計画されている貯水

池の沿岸帯で，新らしい産卵場を創設す

る方法についての問題がある。

移殖。 衰微した鮭鱒群(例えばカム

チヤツカ河の紅鮭)の回復は，その種族が

枯渇していない他の水域から，同じ種類

の鮭鱒を移殖定着させる方法で著しく速

められる。これを成功させる必須条件と

して進化の過程で創造された，移殖ーされ

る鮭鱒の生理学的な特性と，それらの生

れた水域に対する順応性及び新らしい水

面の環境に対する順応性との聞の関係，

すなわち両水域の鮭鱒の特性及びその水

域自体の特性を詳細に知る必要がある。

各鮭鱒群の起源を，それらの群が生息し



ている水面の地史学的背景から調査研究

することは，それを判断するための貴重

な資料を提供するものである。

これらの研究は新らしい鮭鱒群を創造

'する上にも必要である。早瀬やj暴布のた

め降海性の鮮:鱒が棚上接近出来なかった

，湖沼水面，あるいは水学的な建設によっ

て出来た貯水池において，新らしい群を

創造することが出来る。

上記の処置を実施するためには，ある

水面から他の水面l乙，卵(及び親魚〕を

輸送する方法を研究する必要がある。

これと関連して，人工的に卵を理没す

るための場所(特に湖の沿岸の)に関す

る問題も派生する。自然の条件下では，

産卵場所は，他の部分と水温の点でも，

化学的な面でも，またさらに流れの点で

も異っているから，おそらく，これらの

場所の選定に当つては，水温， 水化学

的，水地質学的な観察lこ基礎を置くべき

である。鮭鱒属の各魚種の環境に対する

要求が一様でなければないほど，これら

の方法は各魚族の特殊性を考慮に入れる

べきである。同時にいろいろの形態の産

卵場(河川，水源地，湖沼)の河底内に

卵を入れる実際的な万法についての調査

研究を行うべきである。太平洋漁業海洋

'研究所カムチヤツカ支部は，最初の試験

として，ナチキンスク湖(ポリシヨイ河

f 流域にある)産の紅鮭をダリニー湖(パ

ラトンキ河流域)に移殖することを提案

する。

卵の人工併化。 卵の生存率を高め

る極めて効果的な方法としては，義魚場

，で人為的に卵を人工柄、化させることであ

る。人工?I'字化によって天然産卵の場合よ

f りも著しく高い卵の歩留が達成される。

しかしながらテプロフスグ養魚場での研

究結果は，養魚場で瞬化した稚魚は，天

然産卵場の河床内で発生成育した稚魚、ほ

ど生活力がないということを示した。従

ってテプロフスク養魚、場において，ケタ

について行われたこの種の研究は，鱒鮭

の各魚、種についても行うべきで，各魚種

について完全な稚魚を得る方法の研究を

実施すべきである。

養魚場から浮上直後の稚魚の状態で放

流した場合，鮭鱒の人工増殖の効果が少

ないのは，人工増殖は天然、における再生

産に比して，月f及び瞬化稚魚期において

だけ歩留がよいということによるもので

ある。中でも鮭鱒の資源量に対し，稚魚

の歩留は非常に大きな意義を有し，時に

は卵の歩留の意義にに勝るともおとらな

い意義を有している。従って養魚場にお

いて人工併化によって収めた成功も，未

利用の水面に騎嚢吸収直後の稚魚を放流

した場合は水泡に帰することがある。現

在では弱小な稚魚、を未利用水面l乙放流す

ることは不合理であるということが一般

に常識となっている。人工的な狭い場所

で鮭鱒を増殖するには，当才魚、の内は餌

つけする。

広範な場所で鮭鱒を人工的に繁摘させ

る場合は，その前に，

1) 稚魚が丈夫になるまで飼育するた

めの効果的かつ経済的に有利な方法

を研究するか(しかしこの方法は大

量に一一一 100万尾程度の稚魚を飼育

するために応用すべきものである)

あるいは

2) 水面l乙放流された稚魚、の高い歩留

を確保するため，水面そのものの生

物学的な改良忠法(害魚や競争者

11 
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を駆逐したり餌料を増殖させる方法な

ど〉を研究する必要がある。

第一の方法は養魚池の建設や，餌付に

よって稚魚を確保する関係上，多大の費

用を要し，今までこの方法による稚魚の

大量飼育は成功していない。

第二の方法は一般に未だ適用されてい

ない。現在，良系統の鮭鱒でこの方面の

試験を実施することが計画されている。

この方法は，大規模にやれば，天然繁殖

の高い効果をも促し得る特典がてる。こ

の方法は，天然あるいは人工産卵場の河

床内lに乙坤

あり札，同時lに乙また乙の方法は，養魚場で

飼育した稚魚、を放流場所に供給する必要

もないので，この点でも特に重要である

ばかりではなく，この方法なくして，全

く本来のままの自然環境では，鮭鱒の繁

殖は全く悪くなると考えられる。その施

策としては，水面に生息する害魚、や競争

相手を絶滅することにある。また天然繁

殖の効果を高めるためにも，乙の方法は

研究されるべきであり，またこの方法に

よって良い飼育環境を造る必要がある。

上記した三つの方法の得失を判定する

ことは至極もっともなことである。大規

模に卵の人工瞬化を行うためには，卵を

確保する親魚、を何処から集めるか，稚魚

を何処に放流するかということを考えに

入れた，合理的な養魚場の配置計画をも

たなければならない。

ウシコフスヶ養魚、場で，紅鮭とケタの

雑種交配試験を実施している， M.A.ア

ンドレエフの計画は極めて将来を予見し

たもので，乙の試験は最後までやりとげ

なければならないし，また雑種の繁嫡能

カを究明する必要がある。

淡水中における稚魚の索餌

淡水中における稚魚の歩留に影響を及

ぼす主な要因は，魚種聞の相関々係及ぴ

産卵ならびに成育水面における餌料条件

である。降海するまで(または降海時

の)ケタ及び樺太鱒稚魚、の生活中，第一

段階として害魚、との関連によるいわゆる

義性と称せられる生物学的関係が大きな

役割りを演じている。

鮭鱒以外の魚種についても，その稚魚

にとって餌料環境は少からず意義を有す

る。それは基礎餌料の組成や，またその

消費者の組成ならびに数的な関係による

ものである。従って比較的長い期間(1

~2 年)淡水中に残る銀鮭，ますの介，

及び紅鮭にとっては，競合者との関係

が本質的な意義を有する。問料のスペク

トル，特l乙湖内におけるスベクトルが，

銀，白，ますの介の場合と比較してより狭

いために，紅鮭にとっては餌料条件及び

競合者との関係が最大の意義を有する。

成育水面の生物学的な処置O 鮭鱒

の稚魚lを喰尽す主な害魚、はイワナ属であ

る。 R.S.セムコの研究によれば， ケタ

及び樺太鱒の稚魚、は海l乙降りはじめるま

での聞に損耗するが，特に降海途次lと大

量損耗する。紅鮭の稚魚は，淡水に滞在

している一年乃至は二年の聞に，イワナ

の襲撃を受ける。産卵河川内のイワナを

絶滅，あるいは限られた数量まで駆除す

るための処置を研究する必要があり，こ

のことは索餌回滋時及び降海時の稚魚の

歩宿を改善する。

しかしながらイワナの役割りを必ずし

も否定しない。湖水に棲息する紅鮭の稚

魚にとっては， トミヨとの競合，あるい

は場所によっては，キウリウオとの競合



が大きな意義を有する。両者ともプラン

クトン性の甲殻類を捕喰し，紅鮭の稚魚

もまた，これら甲殻類を捕喰する。イ

ワナは単に紅鮭の稚魚のみならず， トミ

ヨ及びキウリウオの稚魚にとっても害魚

である。従って，若しもイワナが特に紅

鮭の競争者を捕l食いするならば，湖内に

おける紅鮭の稚魚に関する限り，イワナ

の役割りは確雪ーたるものとなろう。従っ

て湖においては，専らイワナと鮭鱒の競

合者を同時に，合理的に絶滅出来る。鮭

鱒稚魚が棲息している水面を生物学的に

改善するためには，その水面の魚類相中

，の代表的魚族の相関々係を明かにしなけ

ればならない。与えられた水面内の害

，魚，あるいは競合者を絶滅することの合

目的性を確立した後，はじめて，それに

適合した施策が計画されるべきである。

子一一一稀薄にす
ることを予め充分考慮しておかなければ

ならない。成長初期の稚魚に対する害魚

として，鮭そのものの， もつとも年をと

|に允叶稚糊魚相叩(
りを演じる O 従って害魚の役割りについ

ての問題に関しては，同時にこの方面l乙

!も注意を向ける必要がある。

1 寄生虫っ 現在のところ，代表的な

|カムチャツカ魚類相のーよる感染

の程度は全く研究されていない。寄生虫

!一 病は鮭鱒と同様ーあ
るいはその競合者にとっても，その稚魚

の歩留，ならびに数量にとって大きな意

1義を持つものである。

1 他の病)原京tに乙よるi魚魚類のt催雀病(例えばノパ二1Irクげ巾テ刊リ ヤ刊刊…lに乙
なLい、O この感染が，特l乙鮭鱒の数的な変

動に意義を有するかどうかは明かではな

い。太平洋漁業海洋学研究所及ぴ養魚局

の組織内に，寄生虫及び魚類の感染につ

いての資料や知識を集める機構を必要と

する。このことは鮭鱒の数的な変動の!京

凶を的確に把握する手だてとなり，また

害魚や競合者を撲滅する生物学的な方法

を研究する資料を提供するものである。

成育水面の餌料の増大。 産卵成育

水面の栄養，すなわちわが国のがI川湖出

の基礎餌料については，単l乙量的にばか

りではなし質的な面からも余り知られ

ていない。湖水内の餌料生物の数量は，

産卵後の鮭鱒が，湖沼にとっては独自の

肥料となり得るということから，その水

面で産卵しつつある紅鮭親魚の数と直接

つながりがあるという基本的な考え方が

ある。系統的に鮭鱒の湖上が不足した場

合，湖は生物発生の要素を減じ，人工的

な施肥を行う方法によって栄養を高める

という問題も生じて来る c

湖沼の栄養状態を高めることによっ

て，紅鮭稚魚の歩留を高め得るかどうか

を明らかにし，肥料を投入し栄養を高め

る方法，あるいはそれを実施する方法を

研究する必要がある。カムチヤツカの条

件下においては特に緑肥の効用について

の問題を研究する。カムチヤツカの二，

三の湖沼水面の栄養は，新らしい餌料生

物を移殖風土馴化することによって高め

られると考えるc このように，成育水面

の栄養は重要意義を存するので，完全な

科学的な裏付を行うため，また鮭鱒稚魚

の栄養源を高める具体的な方法を知るた

めの実験研究を行う必要がある。

成育水而における生物学的環境条件の

改善。 ある場合には，鮭鱒の再生産

は，その成育水面の不都合な環境条件，

13 
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すなわち，湖水のある層の水の停滞，不

適当な水温，成育水面の化学的な性状な

どによって制約されることがある。成育

水面l乙関するこの方面の研究方法が未熟

であるので，現在のわれわれの知識水準

は，単に1Ji似の事実を設定するにとどま

っているにすぎない。従って成育水面の

研究方法そのものの研究に関心をもつべ

きである。

太平洋海洋漁業研究所カムチヤツカ支

部の研究で，総べてとはいえないが，現

存する環境の中での紅鮭の行動につい

て，多くのことを明らかにした。中でも

水面の;J(学的な性状と稚魚の分布状態と

の関係を明らかにすることは，餌料状態

の改善に関する施策を立案計画する際，

さらに稚魚の放流管理の方法を研究する

際，つまり新規に創設された貯水池内の

稚魚の生活環境を予測する際に，極めて

重要である。従って，懐息水面の生物学

的な性状と稚魚との関係については，最

早，全面的に解明きれなければならな

L、。
稚魚の淡水中における棲息期間を短縮

すること。 合理的に鮭鱒漁業を実施

するという見地から，稚魚が長く淡水中

に滞留することは不利である。稚魚が

長く滞留する場合は餌料の利用が不経済

で，群の代謝を遅らせる。ー方，稚魚、が丈

夫な段階に到達した後，遅滞なく海へ流

下する場合は， I年海途次の高い歩留を保

証し，海における滞留時の高い歩留を保

証し，高い回帰港を保証する利益がある c

i炎本内における称魚、の滞偶を長びかせ

る可能性のあるものについては，生物'芋

|灼な状態から流干の時期を判定したり，

またいろいろの条件によって流下に到達

するそれぞれの速度を作り出すことによ

って，明らかにする必要がある Oそのため

には流下する稚魚、， しない稚魚の生物学

的な研究や生活の比較研究をする必要が

ある。特に生物学的な研究には稚魚の代

謝，すなわち排i佐内分泌のシステムを研

究の命題とすべきであるの比較研究に当

つては，先づ第ーにいろいろの年齢で流

下する各魚種について研究すること，第

二には，同一魚種については，いろいろ

の年齢で流下する同一年級群の稚魚、の成

長を比較研究すべきであり，第三には，

年々変化する環境条件条件下で生存して

いるいろいろの年級群の稚魚について

も，同じように前記の面から研究すべき

である。

流下する稚魚と，流下しない稚魚との

差異を明確にする方法のーっとして，稚

魚の生化学的な研究がある。 (1)流下稚魚

の成長が異る，若干の水面，及ひq2i同一

水面においても年によって，稚魚が流下

の段階l乙到達する速度の異る水面につい

ては，稚魚、の生活環境の比較研究を実施

すべきである。その場合，同時に稚魚の

餌料，及び稚魚の生活環境の水学的な研

究をも実施すべきである。淡水内におけ

る稚魚の生活期間の長期化の問題と，媛

小型の稚魚の問題とは直接関係がある。

後小型の排除。 純粋の Salmo属

には海に下らずに成熟する倭小な雄が一

般に多く現われる。これと同じようなこ

とが，太平洋の鮭，すなわち紅鮭に見ら

れ，また銀鮭においても見られる。純粋

な意味の Salmo属では，乙の現象は維

のみに見られるが，ブj紅色1では，彬め

て稀であるが，雌の聞にも見られるc し

ばしば，海l乙Fらない成熟雌は多くの形



質を受けついでいる。この乙とは鮭鱒漁

業l乙重大な損害をもたらすものである。

ダリニー湖においては毎年紅の棲小雄

が見られる。若干の年級群では媛小型の

雄が異状なまでに多数あった。 ところ

で. 1946年及ぴ1949年の年級群では，こ

の現象は危険な性格を帯びていた。 1952

年にはブリヂン湖においても短小型の雄

が見られた。同湖ではこの年まで倭小型

の雄は見られなかった。 短小型の紅鮭は

クリスリスク湖にもいるようである。

棲息水面l乙媛小型の紅鮭が多数存在す

ることは極めて不都合である。先づ第ー

にこれらの魚は非常に多くの餌を摂る。

第こには，これらの魚は湖上親魚の再生

産に利益をもたらさないし，それ自身何

等産業的な価値をもたない。従って学理

的にも，実際的な観点からも，後小紅鮭

の発生要因を確めることが重要である。

この問題については，二方面から研究す

る必要がある。すなわち，

1) 何故に年級群に，雌を上廻り大幅

に雄が発生するか。

2) 何故に多くの雄，一部雌も含めて

海lと降らずに淡水内において成熟する

か。雄が雌を上まわって優勢なことにつ

いては，紅の性が決定される，発生時の

条件から解明すべきである。淡水におけ

る成熟の要因に関する問題については，

降海稚魚及び倭小型紅鮭の新陳代謝及び

内分泌腺の機能の差異を研究する必要が

ある。又発生の如何なる段階で稚魚、の将

来の運命が定まるのか，すなわち，如伺

なる年齢で海に降るか， 当才，二;

才，三才あるいは海に降らずに成熟する

f か，確める必要がある。

この問題は紅鮭の湖沼型出現の問題と

密接な関連がある。後者は，現在湖上型

'の紅が海から入って来ることが:t¥来なく

なってしまった湖に棲息しているばかり

1では なく仰の陀も一 日 息

している。 湖河性の紅鮭が同時に棲息す

る湖沼内で，短小型及び湖沼型が発生す

る原因を解明することは，かつて紅鮭が

移殖されたことのない湖沼または貯水池

内に. i朔河性の紅鮭を風土馴化するに当

って，極めて重要な意義を有すると考え

る。通常，糊河性の紅鮭を風土馴化する

際は. 1朔河性の紅の代りに，湖沼型の群

が用いられる。

放流

稚魚の算定。 鮭鱒群の組成及びそ

の数的な変動の原因を知るためには，

稚魚の数及び年齢組成を追求すべきであ

る。現在実施されている稚魚算定の方法

は完全ではない。それを改善することは

必要欠くことの出来ない事柄であると同

時に，いろいろの型の河川の条件に適し

た新らしい構造の算定装置(例えば電気

的阻止装置)の研究をする必要がある。

稚魚、の救助。 一年以上淡水中で懐

息した稚魚は，氾濫時にはしばしば，減

水すると完全に本流から隔離されるよう

な水溜りに迷い込む。このように隔離さ

れた水面に棲息している稚魚は，事E死す

るように運命ずけられている。これらの

水溜りを記録し，その中で発死した稚魚

を算定し，類似の水溜りに稚魚が侵入す

るのを予防する方法を考え，あるいはそ

の中から稚魚を解放する方法を考える必

要がある。

15 

以上提案された施策の中， もっとも肝

要かつ効果的な施策をもって，われわれ

は正しい調整を考え，産卵成育水面の生

物学的な施策や手引を考える。若しも最

初の三つの施策が適用出来て，単にそれ

を実施する方法を研究する必要があると

いうことであれば，広く適用するための

手はじめとして，いろいろの水面に風土

馴化する紅鮭の却lの選択をF!l_iifto的に裏付

しなければならなし、。

その他，群の組成や天然、の再生産を規
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正するためには，産卵l乙湖上して来た親

魚を考慮l乙入れるか，あるいは産卵床の

充満度を定め，自然環境下で観察される

流下稚魚を考慮に入れなければならな

い。現在解決を要する紅鮭再生産の具体

的な諸問題を次の通り列挙することが出

来る。

1. オゼルナヤ河の流域においては，

捕獲とクリリスク湖内への湖上との調整

のもっとも合理的なシステムを究明する

必要がある。そのためには， 1) 産卵期間

中の性的な組成，体長及び年齢組成の変

化l乙関する資料を広範に保有しなければ

ならない。 2) 産卵期を異にして湖内に

湖上して来Tこ親魚の産卵床の分布を明ら

かにし， 3) 産卵期に，時を異にして産

卵された卵の発生ならびに歩留の差異を

研究する必要がある。またそれと別個

に，鮭鱒稚魚の発生及び歩留を明らかに

し，また湖内及び降海時の生物学的な関

連を明らかにしなければならない。

この研究の迅速な実施には， クリリス

ク湖にあるカムチヤツカ流域の魚類保護

及ぴ養魚局の養魚土地改良ステーシヨン

の組織が大いに寄与するであろう。また

クリリスク湖l乙養魚場を組織することが

望まししその任務とするところは，紅

鮭の資源を人為的に充足する必要のある

カムチヤツカ半島の(湖沼〉貯水池に，

飛行機で卵を輸送す乙ため，紅鮭の受精

卵を準備することにある。

2. カムチヤツカ河流域の紅鮭の数を

増加させるため第一の施策として，アザ

パチ湖で，紅鮭の産卵や育成の事業を組

織することを提案する。そのためには，

湖内から競合者や害魚を一掃しなければ

ならない。トミヨは， どれほど湖上しで

も，湖と河川を結ぶ天然、水路内に入れな

いですまされるだろう。漁掛技師はおそ

らく， トミヨを湖から駆除する方法を見

出すと思う υ トミヨは趨光性を有するこ

とから，その捕獲には光線が利用出来

る。

イワナの駆除は左程困難ではない。養

魚局はすでに，湖水と河川を結ぷ天然水

路の一つに養魚場を建設することを計画

している。若しも他の水面，例えばクリ

リスク湖あるいは，ポストオチナヤオゼ

ルナヤ河から，アザパチ湖に紅鮭を移殖

し得る見通しがあるならば， しかも養魚

場が移殖卵生産のために活動するなら

ば，養魚場はさらに大きな利益をもたら

すであろう。カムチヤツカ河の下流に

は，同じような事業を実施するのに適し

た小さな湖沼が多々ある。産卵床が多く

の河川や，水源池帯に分散している上流

域については，現在，紅鮭群の回復を図

るための効果的な施策を提案することは

困難である。このような施策を研究する

ためには，早急に重要な産卵床の研究，

主として稚魚の棲息及び流下の環境条件

の研究を行う必要があり，同時にまた，

カムチヤツカ河流域産の鮭鱒と近親関係

にある中間種の研究をも組織する必要が

ある。

3. クロノツキ湖においては湖河性の

紅鮭の群を創造することは，極めて将来

性のある構想であるから，与えられた方

向に向って大きな研究を進める必要があ

る。

4. パラン河の紅鮭群の組成を明らか

にし，その回復の可能性を究明すべきで

ある。

5. 地方的な意義を有する紅鮭の小群

(ナチキンスク湖，パラトンキ河流域に

ある湖など)の維持及び回復について配

慮する必要がある。

6. 紅鮭の産卵成育水面として，貯水

池を利用することの可能性を研究するこ

とは極めて時宜に適したものと思われ

るv (技師淡水係長)




