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米国・カナダのサケ・マス

資源保護事業[1 ] 
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サケ・マス保護事業

まだ帰って10日ばかりで，ほんとうの

ほやほやで頭の中もまとまっておりませ

んのですが，一応私が向うで見て参りま

したことをまとめてお話し申し上げたい

と思う次第です。

私が参りましたのは 5月の丁度末でと

ざいまして，カリフオルニア州，オレゴ

シ州， ワシントン州、1，それからカナダに

上りまして，ブリティッシユ・コロンビ

ア，それからニジマスの調査のために少

し内陸に入りまして，アイダホ，あるい

はその近辺なんか見て参りましたわけで

す。ニジマスの場合とサケ・マスの資源

保護とは勿論共通の面もございますが，

実際問題としてはなはだしい様相を異に

している而も多いので，サケ・マスの方

から最初にと説明申し上げ，その次l乙ニ

ジマスの方に入りたいと思います。

サケ・マス保護事業はと承知のように，

日・米加三国条約あるいは日・ソ交渉そ

の他において国際間の紛争がはなはだし

く， しかもその論争はことごとく資源、の

多少あるいはそ品資源ほーこ ζごとく資暢

命令+合る守吋まその資源の動向について

展開きれているわけであります。勿論，

アメリカ，カナダでは，漁業などという

ものは，ごく弱少な産業で，やはり日本

と同じように百姓になり損った者，ある

いは漁師として移民で入って来た連中が

やっており， 日系人が占める比五Rも相当

大きいのでございますが，その意味で元

来漁業に対する関心というものははなは

だ低いというのが現状です。しかし戦後

になりまして漁業がだいぶ好景気にな

ってくる，ここにサケ・Iマスについて言ま

すと，戦後仲々の景気であり，とくに今年

は海況の関係ですが，アメリカ，カナダ側

が非常な好漁で，私の会ったある漁師も

僅か 3ヵ月ぐらい操漁でもって約 8，000

ドルの金を儲けた。 8，000ド、ルといいま

すと， :.:60円で換算して幾らになります

か， とにかくアメリカで大体大学出たて

の人がもらう給料は，パチエラーで soo
ドル前後，マスターの人なら 400ドルぐ

らい，われわれの年輩というと，あまりま

だ年を喰いませんが，大体 ;10歳 前 後

の人ならば， 500ドルぐらいもらうとい

うことになると思うのです。 500ドルで

ありますと生活なんか非常に豊かなんで

8，000ドルというと，アメリカでも相当

な手取りになるわけですね。従ってそれ

だけの手取りが取れるとなると， もちろ



ん(曜詰業者も相当儲けているし，政治に

対する影響力も噌大し， 日本の漁業活動

に対しでも敏感な反応を示すようになっ

てきたわけです。私なども日本の紹介を

頼まれて全然漁業と関係ないところにも

しばしばひっぱり出されたのですが，そ

ういう席で日本の「侵略漁業」につい

6 て，質問が出た経験もあります。一般の

空気は，極めて親目的ですし，一般の人

は，漁師の肩をもつわけではないのです

与が， とに角公海漁業について一般の米人

が知識を持っているというのは大きな驚

F きでありまたその意味でアラスカ近辺あ

るいは， ワシントンあたりでは，業者の

反日漁業宣伝は，可成り行き届いいてい

「の脱線ですが， こうした攻撃は，反って

(アメリーいわゆ一人達から

多く出ました。二世が純粋なアメリカ人

(となろうと努力し …械をしゃ
べれず，またしゃべろうともしない人が

仁いのに ー刊し山いと
いう彼等の苦しい立場の反映でしょうか

一寸興味深いことでありました。二番目， (乙，最近非常に漁業l乙対する関心が上つ

I 1こ原因としてスポーツ，フイツシングの1-… す …なたの一
番の道楽は何であるかと聞くと大ていの

人は釣であるとか，あるいはハイテイン

グー狩猟ーですね， と答えますがその釣

の対象が，大部分ニジマスとサケなんで

す。そのサケが海l乙LUる関係でカナダの

サケはアメリカにとられる，アメリカの

サケはカナダ、側にとられる，両方のサケ

は日本人にとられるということで，非常

心が高まってきている。 新聞なんか

見ましでもサンフランシスコから北の新

聞はサケのシースンになると漁況その他

が一面に華守じく掲載されるとこういう

ことなんですね，だから一般的にいうと

サケの資源に対する関心というものは非

常に高まっているということがいえるだ

ろうと思うのですc その間の関係はもち

ろん日・米・加の条約に直接にと関係を

お持ちになっている方にはよくと承知の

ことだと思います。米・加両国が，国と

してサケ・マスの資源維持に投ずる努力

は相当なものでありました。その根拠と

なる基礎的研究も長い歴史の上で着目に

値する発展を遂げている訳です。では米

・加の資源維持方式は， 日本のそれと比

較して如何なる特徴を持つのであろうか

また日本の欠点はどこにあるのか論議を

進めてゆきたいと思います。

米・加の資源維持方式

29 

米・加の資源保護事業は，歴史的に幾

つかの発展段階に別けることができるで

しょうか 1，920年から80年代にかけて，

非市に注目すべき研究がカナタで発展し

ましたつまり， カナダのバイオロジカ

ル，ステーシヨンのフオースター・リ

ッカーという人達によって，ベニサ、ケi乙

関する限り，ふ化場の経営は非経済的で

ある詐りでなく，極めて非能率的である

という結果が得られ，以後の資源保護事

業l乙重大な影響を与えることになったの

であります。勿論彼等の研究は，カルタ

ス湖という環境の中で成立するもので，

日本の現在を否定するものではありませ

んが， とも角その中に確立された幾つか

の原則一例えば天然の潜在生産は，ふ化

場のそれと較べる時，比較にならない科

の大きさである等は，今日でもなお生き
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ており，米・加乙とにカナダの事業は，

乙の原則を基盤として発達してきたとい

えます。これに反して沿岸及ぴ河川で相

当強度な漁業が行なわれており，天然環

境の保護も，思iうに任せない。日本にあ

っては，人工僻化事業が，河川漁業と両

立しうる唯一の現実的な方策であるとい

う意味で，明治中期以降それが中心国策

となってきました。しかしこうした現実

が，かえって研究の発展を妨げ，また事

業の科学的検討を怠らせる結果になり，

強いては，その事業l乙対する国際的な説

得力を弱める形にもなるし，政策に弾力

性を欠く結果になった。こういえると思

います。勿論日本という地理的社会的な

環境の中で，とり得る現実的な政策に

は，一定の枠がありますが，広大なほと

んど未聞といって良い地域で， 自由に研

究して来Tこ米・加がかえってその中から

新らしい疑問をふ化事業に投げかけ，そ

してそれが再び日本のふ化事業を向上さ

せ，あるいはその政策を弾力的に発展さ

せる契機をつくりつつあるのに反し， 日

本は逆に長く安眼をむさぼっていたとい

えるでしょう。河川の天然生産でありま

すが，アメリカ・カナダの研究によれば

通常の産卵場は100，平方フイト当り稚魚

5，000尾の潜在生産力があるといいます。

勿論天然における場合，稚魚の生残率す

なわち卵がかえる迄の生残率は，通常20

~;)O% といわれており，ふ化場の80~90

%以上という好成績とは可成り隔たりが

あるものですが，それでも長さ 2粁幅15

m位の所で，稚魚、 1，200万尾の生産力が

ある訳です。密漁で親がとられ，あるいは

洪水の泥で卵や稚魚で圧死するという日

本の環境ですが， とも角この数字ははぷ

憶しておく必要があると思います。人工

と天然の生産を比較する場合， もう一つ

注目すべき問題があります。アメリカの

ワシントン州タコア市に近い所に， ミン

ター・クリークという短い川があります

が， ここでギンザケ，シロザケを使って

野生のものと人工ふ化による魚の強さを

比較した試験があります，ふ化場の所に

ゃなを設けて一定の魚を，一つは上流に

放して天然産卵をさせる，またもう一つ

は，ふ化場で採卵ふ化するという具合に

して，稚魚になる迄の死亡，親になって

帰って来る魚の回帰率を較べてみたので

すが，その結果によると，稚魚迄の生残

率では，ふ化場の魚が圧倒的に良いにも

かかわらず，結局最終の回帰率では，天

然、の方が2対 1位の優勢を示したので

す。ギンザケの場合には，餌を与えてい

ますから，人工の魚の弱さは，その餓l乙

原因があるとも考えられます。事実，ニ

ジマスの場合には，見かけの成長ーキ、ン

ザケでもふ化場の魚は野生の魚より大形

でしたのは，ふ化場の魚の方が良いにも

かかわらず，高地の湖における越冬で

は，野生のものに較べ著るしく生残率が

悪く，また生化学的に魚の体を分析して

みても，ふ化場の魚はブクブク肥りで，

健康的に野生のものに劣るという結果が

でています，またふ化場の魚は狭い所に

沢山飼われて，運動不足になっているの

が原因だとも考えられます。また一方ブ

ザティッシユ・コロンビア大学のホーア

教授は面白い実験を行なっています。ホ

ーア教授は，天然、の卵が，砂利の下の暗

黒の中で育ち，ふ化した稚魚も，夜砂利

の中から這い出すのに，ふ化場の魚は，

屋内でふ化されるとはいっても，光から



遮断するといった考慮はされてないとい

うここに着目したのですが，その実験結

果によれば，暗黒の中で育てられた稚魚

に光をあてると，稚魚は， 15分間で群を

作って滋泳を開始するというのです。野

生の稚魚が，砂利から這い出る迄，佼は

砂利層の上に出，昼はまた深く潜るとい

う生態を示すのに，ふ化場の魚は，光を

恐れなくなる……少くとも，生態が野生

のものと変っているということは明眺で

す， ζの実験を見て， カナダでは卵稚魚

を天然、における稚魚が，光の中に出てく

る時期迄暗黒の中に飼い，稚魚が川に下

る時期は，人工的に調節するのでなく，

魚に選ばせようという実験を昨年から始

めています， もっとも後段のことは経験

的に日本でも行なっており， カナダの実

験も日本のふ化場のやり方を見て， ヒン

トを得たという話です。また日本の実験

で，人工ふ化魚が，ふ化場から川へ出て

ゆく時間は，カナダの天然魚が川へ降る

時間とはなはだ似ているという結果もあ

り色々問題点もあるわけですが， とも角

日本が長い間金科玉条として来?こ人工ふ

化方式に種々問題点があるということは

十分考慮、しなければならないことだと，

私は考えている次第です。ではこうした

問題点を解決する態勢が日本にあるか，

ということですが，はなはだお寒い点も

あるようですが，勿論乙の点はわれわれ

の責任なので，皆さんに申し上げること

ではないのですが，何とか体制を築いて

いかなければ日本のふ化技術というか，

F 資源保護の技術そのものが，外国で果し

て高く買われれるかどうか。まさ外国は

高く買わなくてもいいけれども，実際に

最高の能率を上げ得るかどうかという疑

問点に真の答を出す乙とは不可能である

と思う次第ですc

生物学的ブーム
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基礎部門の充実ということで思い出し

ましたが，アメリカでは生物学者，水産

学者の層が著るしく厚くなっているよう

です。戦地から復員した兵隊にはG ・I

ビ‘ルという奨学資金が与えられることに

なっているのです。つまり復員の兵隊さ

んが帰って来ると，戦地勤務の多少によ

って違いますが，奨学資金を毎月百ドル

ぐらいもらえるのですね，高等学校を出

てすぐ兵隊に狩られて戦争にゆき，お金

を貯めて結婚し，お嫁さんを働かせ，奨

学資金を貰うという段取りになってみん

な大学に行くことになったわけです。し

かしその年頃になって見ると数学ゃなん

かはどうも頭に入りにくいが，生物学な

ら魚を見ていれば，いいじゃないかとい

うことで，兵隊さんの間に一つの生物学

ブームが生れた，第 1生物学なら 1日野

や山や海にいればいいので気を使わして

もいいということで一つの生物学ブーム

があって非常に生物学をやる人がふえる

ですね。おまけに向こうは土曜日と日曜

日が休み，会社によっては土曜日も多少

やるところがあるのですが，研究所に行

けば土・日が休みで月給が多いし， 1年

に20日の有給休暇でメキシコかどこかに

遊びにゆけるということで，大へんいい

じゃないか。とも角生物学的なブームが

起りまして生物学者が非常にふえてき

た。もちろんそれらの大部分の人はどう

も，どうみてもあまり優秀とは申し上げ

られないですね。生物学の大学を出てき

ても相当初歩的なこともと存じない。 tご
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けれども問題は，それらの人達が体力も

あり月給もあるから良く働くわけでO そ

れで非常にデーターを集めたりなんかす

る，非常に下の基盤が発達して来た ζ う

いうことはいえるわけです。日本ではち

ょうど，そ乙の所が逆の現象で，われわ

れより下の年代といいますと，大体;-12~

2歳から下の人というのは非常に各研究

においても層が薄くなっている，働き手

が少くて監督する人が多いという状態で

す。われわれの役所でも監督する人と監

督される人とどっちが数が多いという

と，やはり多少でも監督するという意味

の者を入れたら監督する人の数が圧倒的

に多い。うちの課でも役付きでない人は

非常に少くて役付きでない人が稀少価値

になっているというような状態で年齢構

成それ自体が非常に老朽化してきていま

す。そういうわけで，大体新しいことを

何が研究をはじめていこうというような

態勢もできにくいのじゃないか。さっき

申しあげましたように，人工ふ化と天然

保護とどっちが優っているかというよう

なことも，在来のいわゆる水産学のテク

ニツクでマーキングして数を数えて，ど

っちが多かった。少かったという段階で

はすでに解決し得なくなってきた。そう

いうことは 2~? 年，誰がやってもでき

るわけです。結果はたくさん出ます。結

果はたくさんでるけれども，みんな条件

が違いますとか何とかいって少しも決定

的なことが出ない。 だから国際的に考え

るというと，学問の発展段階もつぎの段

階に移行しつつある。つまり基礎に入ら

なければ答えは何も得られないというこ

とです。

日本のニジマス・サケ研究の弱体

日本でももちろんそういう動きであり

まして部門々々によっては，なかなかよ

くやっている所もありますけれど，全般

的に見るとどうもそういう点で非常に劣

っているところがある，たとえば魚の病

気なんか取り上げてみてもニジマスとい

わずサケといわず，日本での研究は，非

常に弱体である，研究所と称すべきもの

もほとんどない。 だからたまたま論文が

出ても，アメリカの論文の焼き直しであ

ったりする。私は魚病の専門家ではあり

ませんですが，そういう感じが非常に強

い。このごろ先生方は英文で書かれる傾

向が強くなってきて，それがアメリカへ

行く，僕が焼き直しであると思うのです

から， どうも向うでも焼き直しという印

象を強く持つんじゃあないかと思いま

す。しかしそういう方を私は無能である

とは思わないのです，そうでなくてむし

ろ，一人ぐらいしかない，予算がないと

いうことで，できないじゃないか，でき

るような態勢にないじゃないかというこ

とをより強く感ずるからです。病気とい

いますと，最近非常にサケの病気の方も

発展してきて，たとえば増舶に直接関係

あるような問題がたくさん出てきてい

る。仔IJえぱ今まで未熟親魚ということで

投げられていた魚の中にも卵巣結核とい

ったもの，正確にいえば抗酸菌による疾

患、，瀬病であるとか，梅毒であるとか結

核であるとか，そういう菌を総称して抗

階商(アシツド・フアストパクテリヤ)

といっているのですが， その結核I乙近い

魚が不稔の魚、に多いという報告がでてい

ますο 日本にはまだその報告がありませ



んが，私は行ってその魚の内臓をあけて

みて，これが結校菌の特徴である，結核

性の病変の特徴である，ぷ占報性心病変の

持母宅あると示されて，顕微鏡で1説いて

見たら， しまった，これは 11本にもある

なと直感したのです。あるかないか調べ

てみないとまだわかりませんが，やはり

そういうことが放り投げられているので

すね。もちろんアメリカの学者でも，さ

っきいったように，新しい戦争から帰っ

て来たような学者は思いつきのようなく

だらない実験をしているのですね。名前

を挙げるとおかしいのですが，私がいつ

か見学に行った研究所でも，思いつき

のようなつまらない研究をしている人が

たくさんいましたですね。これはわれわ

れの仲間がたくさんいるわいと思って眺

めてきたのですが，下のレベル，一般的

なレベルを比べたら日本とアメリカは大

差ないかも知れない。 だが非常に基礎か

らやっていこうということと，甚だ広く
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魚とダム問題

ダムのllij!ti!なんかもそうですね。魚が

ダムについて夕、ムを上ったときに， ダム

と魚、の関係はどんなふうだろうかという

ような問題でも同じです。こういうダム

なら通過出来る。これ位の高さのダムな

らば何時間かかかって通過できるという

デターなら過去10年間アメリカ・カナダ

でも IJ本でも蓄積されているのですが，

それだけでは解決がつかない。どれくら

い疲れるだろうかというような問題，そ

れからそのようなダ、ムを二つ通ったらど
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うえ手るだろうかのあるいはダムでなくて

も急流を通ったらどんなエネルギーのロ

スがあり，ぞれが産卵にどんな影響があ

るかということが，当然次の問題になる

わけですが，そういう問題を 11本の酬'先

するような体市Ijができ tっているかとい

うと必ずしもそうではない。もちろんに

はかに研究者の数をふやすことも不可能

であるし，あるいは行政上の指導でゆく

問題でもなし，にわかに答えがlUてこな

いのが残念ですが， もちろん向うでやっ

ていた面白い研究の中には，現在の研究

所あるいは北海道サケ・マスふ化場でや

り得る問題があるのでそういう問題は私

自身についてもいろいろ努力してみたい

と思っておりますけれども，まあ日本が

割合基礎をどうも無視しがちであるとい

うことは，水産の中でも出ているという

ζ とを私は特に主張したい，そういう具

合に考えております，それから，アメリ

カはまた少し情熱が変ってきたこともあ

ります。アメリカは広大な未聞の原野を

あちこちに抱えているので， 日本とだい

ぶ状況が違うということが， ~?;識です

が，たとえばコロンビア河などをとって

みても，水質汚濁など環境の忠化が子組

以上です。ポートランドの中を流れてい

る大きな河ですけれども， コロンビア河

の支流ですね。そこで魚が全部浮き上っ

たということがあるし，本流筋でも制を

かけておくと，そ乙を流れてくる泥やご

みで網がどろんこになり， くしゃくしゃ

になってしまって，網を入れられないと

いう問題も LU ているし，公衆衛生 UI:'，~;;

l乙由々しいというような抗議も州や市に

山ております。またグランド・ケーリ←

ダムというような高いタムが山来てみれ
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ば， もう魚道をつけるーことも不 l可能 Tご

し， 1，000マイルからの発卵場が事実上

級峡きれたということも起ってきた。こ

ういう所では，抜本的な対策も樹てにく

いの強人‘な)!(来:や急激な都市工場の膨脹

があれば， 111. jむに水を締麗にすることも

!日米ずということで，ふ化場がまた新Tこ

な脚光をあびることになった。ビューゼ

エツト・サウンド一一カナダの方からシ

アトル・タコマの)j~乙入りこんでいる長

い人iIですが， ここのサケ・マスの60%

はふ化場の生花した魚であると， ワシン

トンの;J(産局長がid示するようなデータ

ーもある。それに天然戸間IJの保護より，

ふ化場の経営の方が大衆受けるという事

情もあります，ふ化場で魚をぽんぽん殺

して，卵をとっていると，観光客がたく

さん米て魚に対する認識が高まってく

る， これは水産局長に聞いた話です，な

るほどまるでお祭りのようなふ化場の雰

囲気を見ていると，水産に対する認識を

I苛めているということを認めざるを得な

し、c

瞬化場の問題

J}i，イ1:こ1 司ンピアMのト流l乙は10liij後の

Ikl江川、1_¥1:のふ化場がありますが，そうす

ると面白い現象がでてきた，つまりあれ

くらいお五に近くに位置しながら，成績

のいい所とJEい所がtHてきたわけですね

たとえばスプリンク・クリークというふ

化i坊があるのですけれども，そこは非常

に優秀である， 2 ~::-}O年 lìíH乙ボロ家でふ

化場を始めたらしいのですが，その後水

をふやしたり，池をふやしたり人聞をふ

やしたりしている|同に魚、の数がどんどん

ふえてきた。今ではスプりング・クリーク

-ハッチÆ'リーは通常5 ， 000万{立の卵の~J.

谷能力があるけれども，それが 2週間位

でオーパーする。仕方がないから近所に

分けたという話が出ている。また下流の

ボンネビ、ル・ダムを通過するマスノスケ

の魚群の15%，これは秋I乙洲上するマス

ノスケの外に春に上る群もありますが，

とも角15%がとのふ化場に来る。そうす

るとあるふ化場は非常によくて，あるふ

化場は成績が非常に悪いということが問

題として出てくる。そうするといろいろ

なことをいい出す人がいるわけですね，

水じゃないか，温度じゃないか…ーとこ

ろが調べてみますと，水でもない，iA副長
でもない，あるいは水かもしれんが，ど

うもその大きい差が水から来てくるわけ

がない。少くとも水の化学分析に関する

限り何にも出てこない。カルシユームが

足りないと魚が弱くなるとかいろんなこ

とがありますけれども同じようにカルシ

ユームのボリュームがある所でやはり成

績が非常に違ってくるということで，第

2番目の問題が出てきたわけですね。こ

れに対して， ワシントン大学のドナルド

ソン教授は， )宣伝学的な考え方を東視し，

その論拠として，彼は自分の研究のがi県

をあげています。彼は大学の中l乙自分の

ふ化場を持っているが，そこに上って来

る鮭の中，大型のものだけを掛け合わ

す。小さなものからの卵は，自分の所で

は利用しないとうことを，ずうっと繰り

返して来た。卵を出来るだけ多く使うと

いう考え方からすれば，大きな無駄のよ

うですが， とも角，彼はそうした実験を

20年も繰り返している中に，帰ってる魚

くが段々大形になってき Tこ;VFりか，その

数も著実l乙増えてきた。つまり成長の早



い系統がそこに固定きれ，そのため天敵

に襲われる確率も減ったのではないかと

いうことです。ー醤天敵に襲われ易い時

WJは，ごく小さい稚魚、の時期でしょうか

ら，その時期が少くて済めば，それだけ

危険率が低下するということは十分考え

られることかもしれません。スプリング

・クリ F クふ化場の場合には，こうした

淘汰が自然に行われたのだと教授は推測

している訳です，これらはもちろん推測

の域を11¥ないことではありますが，来た

ものを機械的にかけ合わせるという考え

方に，疑問は種々あるということを申し

l二げたい。ふ化場の乙とをいろいろ申し

上げて参りましたが， ここで人一工産卵河

川の活をと紹介申し上げたいと思いま

す。人]一ふ化論者というと語弊がありま

すが，彼らの論拠は，天然ふ化率はふ化

場のふ化率の 4分の 1以下ではないかと

いうことです。普通ふ化場では卵の80~

90%以上が稚魚になりますが，天然、では

通常1O~2，)%，甚だ思いというのが実情

です。ところが最近新しい研究が進んで

きて，砂利の構造あるいは，砂利の下を

流れる水の流れをはかつてみるというよ

うなことから，天然の産卵床を改善する

目鼻がついて来た，そしてそのチャンピ

オンとして現われてきたのが，人工.産卵

河川です。ダムなどで失われた産卵床を

1'1J復するために，適当な所l乙人工的な小

さな川をつくる， そしてそこで魚に戸在日IJ

させるのですが， コロンビアi'uやプレー

ザ --Mで、は，乙れがかなりの成功を収

め，ふ{ヒネも60%にもなって，ふ化場の

域l乙泊って米Tこ，{i1fが1fj1F物凄く荒れ，

また密漁の多い 1I本では多少問題があり

ますが， ともf丹新らしい考え )Tのな場で
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す。しかし日本で人工か天然、かで論ずる

場合，無ぜできないのが経済問題です

ね，つまり鮭を天然に産卵させれば，負i
の商品{rfti1l直はほとんどなくなってしまう

ということです。天然産卵した魚は， f~i 

も魂もっき果て，てその肉はとても古美

するに耐えません，北海道の人はこうし

た魚をホツチヤリとか姉マタギと呼んで、

いますが，その名の通り 11 )lf卵のしてタヒ

んでゆく魚、は，水鳥の餌になる;/1り，従

って現実に人工ふ化方式を天然l乙切り換

えるということは，同時に今迄利用して

いた魚の肉117i価値をヴこうということで，

なかなか難かしい点を合んでいます。し

かしある種の群を維持するのに，最大効

率を追究してゆくという場介には， Id先

の経済的利益を一部捨てても経済的に利

用しない天然産卵を助長，あるいは人工

皮卵床河川の造成といった方式を在来の

ふ化場経常に加えてゆく必要があるので

はないかの幸いにして去年も今年も北海

道は記録的な豊漁でありましたけれど

も，日本の河川環境を考えるH寺， 114，の
鮭資源の将来は，依然として危機の中に

ある，宰にして漁業者の認識も械めて高

くなりつつある現在ですから，十分根本

的な検討を経て，新らしい状勢l乙対応し

うる政策を樹ててゆきたいと念願する次

第です。

資源減耗機構の問題

それから， いろいろi鮒1市i馬駁21に乙i論i命仏iLω}点l
しまし7たごけれども I沙次歩火;の|川!日川!リ|仏h凶盟也，点i

粍機構の1:山!日川lリJi題包でし eよkうう もっともぬの'j'

ででの問題は，佐近沖Viくその研究を始め

るという段階に到Jj主したというのが， 11 

本を始め米.}JllのJ克別ですが，利f:f0，がi"f
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を出るまでの生残率，つまり生き残りが

あるか， どれくらいの魚が死亡してどれ

くらいの魚が海へ1+¥て行くかということ

は米・力11の幾つかの河で実験されていま

す。残念ながら円木ではその研究が遅れ

ていますが， もちろんなかなか技術的に

やりにくいし，念はないし，で，やれと

いうつでもなかなかすぐにできるとも在、

は思えないところがありますけれども，

とにかく米.JJllではある程度の数字が・

般的に使えるようになった，またこんな

研究もありますη アメリカである河に白

ザケと銀ザケと，それからニジマスで海

に iごる若干，すなわちスチールヘッドと呼

ばれているものですが，乙の 3つの魚群

が出後していますの乙の中スチールヘッ

ドは河で 2年過ごす，銀ザケは 1年過ご

す， 1'3ザヶはふ化後間もなく海へH:lて行

くという性質をもっています。 ところ

で，この三種の数を調べてみると，スチ

ールヘッドは 1，銀ザケ10，白ザケ25と

いうことになっていたわけです，そうす

ると一応の説明としては，河l乙長くいれ

ばいるほど少い。危険な所はとにかく河

であるということがまず第 1に考えられ

るわけですね。とも単純に過ぎる考え方

のようだけれども，とに角そういう一つ

の推定が成り立つわけですね。ベニザケ

でのJとい11りでの研究 ベニザ、ケは淡水に

て養いますが それでも海に出る迄に

総資源の95%，海にIUる迄に死ぬという

村栄が/1¥ています， 11*の内ザヶは，直

ぐに狗に11¥ますがそれでも濯j既溝への迷

人， !j，民iI)i礼出1ft:という人為的な要素

を入れると，クこ張り ;ilJ での減耗は抗1 ぅl~大

きい官ですし， 11本の研究者が是非とも

究iリlしなければならないポイントです。

河のつぎにはやはり沿岸での減耗が問題

ですが，そ乙でどれくらい生残するか，

まだ論文は出ていないようです。しかし

幼魚期の減耗が，大きいというのは，一

つの常識推論で白ザケなんかも大量に死

ぬのは 9月か10月位迄の，沿岸を離れる

H!1期迄という論拠も成り立つ余地もある

訳ですc もっともこの諭拠をそのまま素

I~{に受け取ってしまうと，どうも n 木の

漁業としては，不利な )~f， もあります。つ

まりが!と沿岸だけが魚群の重大損失を蒙

る所であって，その段階を超えたら，そ

れほど大したことはないという考え方に

なると， 日本が公海で漁業して盛んに獲

ってしまえばそれが直接に資源に重大な

影響を与るということでですね。一方 IJ

本はオットセイ，モウカザメなどによる

海での自然減耗も極めて大きいのだか

ら，人聞が獲るということは他の外敵あ

るいは飢餓がとる部分に食い込むだけの

話しであって全体の資源には大して影響

しないという論拠を主張している訳で

す，従って海での減耗は大したことはな

いという主張になると，産卵する親魚を

日本が獲っているということで，多少政

治的な意図もあるのじゃないかと思って

疑っていますけれども，こういう線に沿

って研究が進められていることは事実で

すね， 日本でもこの辺の研究はやること

になったようですが，やることになると

いうことだけでなしに，ぜひ休;1，1]をとう

いう線に沿って擦り 1..げて，この辺でも

1"1本ではっきりと科'7:(I"Jな結論を持ちれj

るように叩く研究事業を軌道に采せてほ

しいという Jtftに思っております，サケ

について非常にいろいろ必問題ーがあまし

て， tUかい時間でいろいろゐ議しきれな



いのですが，あとはご質問でいろいろお

答えすることにいたしまして，そのつぎ

にニジマスの問題に入ろうかと思うので

す。今日こられた方もニジマス関係の方

が大部分Tごと思いますが。

ニジマスの問題

アメリカのニジマスの消費というもの

は非常に大きいという ζ とは皆さんご承

知の通りです， 日本のニジマスの食用魚

の生産というものは，内需も非常に大き

いわけですが，輸出が相当大きい部門を

占めいている昭和24年~5 年頃から 6~

7年頃は僅か 2~ 300トンぐらいの対米

輸出だつのたですが，最近では昭和30年

み.w9頃から 500トンを突破しまして，

去年度約 1，000トン位の輸出を行い，国

内消費量と輸出高は 1対 1位の所迄来た

ともにアメリカ市場というものは大体ア

メリカの生産を続いてデンマークの生産

が市場の中心になっていたわけですc そ

れに対して日本の輸出が非常は伸びて来

まして，デンマーケほどではありません

けれども，デンマークが減り具合になっ

て日本がふえて来た，詳しい数字は覚え

ておりませんがデンマークは 1，000トン

かそれ位しかなt'c もとは最盛期には約

3，000トン近い輸出をやっていたので，

デンマークが急減に減りつつある， 日本

は伸ぴつつある，こういうような状態に

なってすているわけです。

日本ニジマスの問題点

しかし表面的には楽観的に見える現況

ですが仔細に見ると，零細経営的な日本

のニジマスにはいろいろ問題点があるご

それらの問題点について，観点を技術的

なものと経済的なものに分けて論じて見

たいと思います，先ず技術面についてで

すがアメリカに行って誰でもが気が付く

のが機械の威力でしょう大きな冷蔵自動

車がふ化場に飼料を配給してゆく，稚魚

の放流には自動車を使うだけでなく，山

中の湖には飛行機を使う。立派な冷蔵

庫，巨大な調飼機械，ふ化場には簡単な

工場があって，機械専門の技師がおり，

施盤も置いてあって，機械の修理の外，

簡単な機械の製作も行うという訳で，見

ていてひどくスピーデイであり，日本の

明日のニジマス養殖の形態を暗示してい

る。また低廉な労賃だけを頼りにしてい

るような日本のニジマス養殖は遅かれ早

かれ，行きずまりが来るし，労賃の安い

ような固に本当の進歩はない，また労賃

をあげても債算の採れるようにするのが

技術者の責務Tごと思うのですが今，急、な

話としては一寸無理である，そこで今直

ぐ日本で学ばなければならない問題とな

れば，矢張り餌料ということになると思

います。ニジマスの飼料は， 日本ではと

くに問題になっていてわけです。まだ魚

にはサナギなんか食わしていますが，サ

ナギは絹の減産とともにだんだん手に入

りにくくなって来て，値段が高くなると

いう傾向にあり，先の見通しは甚だ暗い

所である。現在日本の人件費はアメリカ

に比べればただみ?こいなものですから，

餌さえ解決すれば， というのはいささか

大袈裂ですがコスト低下の鍵は，餌にあ

ることは事実です。アメリカでも同じよ

うな悩みがある，人件費は白iJりょうがな

い，機械化していて人間は非常に少いで

すから，乙れ以上人間ぞ減すことはでき

ない。コストを下げるためには餌を下げ
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るよりほかにない。あるいは， 固定資

産，ふ化場であるとか，冷蔵庫であると

か，簡料工場であるとか，こういうもの

を減らして，設備投資の面からコストを

下げてゆくより仕万がないという段階に

来ている。
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な

かしはじめる態勢がどこにあるか，誰が

やるかということになると非常に難かし

い問題が出てきますけれども， 日本は日

本なりにやり得る問題があるじゃないか

という具合に私は考えておるわけです。

それから池の構造では，ふ化器その他に

ついては日本へもだいぶニユースが入っ

てきていると思いますが，立体ふ化器の

普及が自につきました。今までの大きな

ふ化槽，長さ 3米もありますが，これに

かわって，その半分の長さもない併化器

を積み上げるという構造のもので，僅か

のスペースで大量の併化ができることに

空間を平面的でなく，立体的に利用でき

るということで，アメリカの民間養魚場

あたりでは急速に普及しつつある， これ

は日本でも多少取り入れられてきました

が，普及はまだまだ，またメーカーもあ

りません，まあ日本では卵の生産をする

所は大てい公立の養鱒場で，すでにりっ

ぱな附化器具をお持ちになっており，今

さらそれをやめてまで新しいものをとる

ほどの積極的な利用はない，つまり新?こ

に資本投資をしなければなりませんか

ら，無駄なことはしないということが日

本では普及がおそいのだろうという具合

に私は思っておりますO けれども民間の

新しく始めようとする養魚場ではぜひ試

みられたらいいじゃないかと思います。

もちろん，この立体併化器にも問題点は

ある。つまり管理が多少不便になる，卵

や魚が見えないので，病気が発生した

り，あるいは，いろんな故障が起きたと

きは外からすぐわからない，こういうこ

とがあるわけです。アメリカで，一人，

立体併化器が嫌いだという，生物学者l乙

会いましたが，彼は魚、が見えないという



ことは，どうも不便だし，卵黄凝固病な

どの発見が遅れるし，水を繰り返し使用

する形になるので，伝染病予防の面で一

寸心配があるといっていましたが，外少

管理をしにくい面があることは事実で

すO この点は，立地条件が非常にいい所

では問題はありませんけれども，そうで

ない所は，やはり多少まだ問題があるの

じゃないかと思っております。

魚病の問題

2番目は，先ほど申しましたけれども

魚、病の問題ですね。魚病問題は，果して

日本でこれだけのことが進んでいてどれ

たなけのことがわかっているかというと，

日本の魚病に対するレベルあるいは魚病

を治したり診断したりする人の数という

ことでは，アメリカのレベルにはかるに

及ばない。今の状態，湧水を使い，ニジ

マス養魚、もそれほど普及していないとい

う段階ではそれほど問題になることでは

ないかもしれません。?こだ去年かおとと

しか忘れましたが，静岡県あたりでピブ

リオ病が発生して大量の魚、が数日にわた

って死んだということがあったわけで

す。当時あまり知識がなかった，それで

ある人がアメリカに手紙を出してみたら

アメリカではとっくにその病気の対策が

できていたというような乙とがありまし

たけれども， 日本でも今年ニジマスの養

v 殖が発展してくれば病気の発生頻度とい

うものが上ってくるということは明白

で，しかもその治療は，最近人間や動物

F に対する抗生物質その他新薬の出現によ

って，病気は診断さえできれば，その治

s療は割合低額，あまり低額でというわけ

にはいきませんけれども割合低額でしか

もある程度容易にできるのじゃないか。

また最近予防的な対策も進歩してきまし

た。アメリカでは PMAこういう薬なん

かを定期的に使って病気を未然に防ごう

ということをやっている。 PMAは燐の

化合物で，パルプなんかの副産物Tごと思

うのです。化学方程式その外は，どこか

に書きとめたのですが，今ちょっと忘れ

るして，すぐわかると思います。これな

んかは日本もそういう予防的な考え方を

取り入れてくれればやれるのじゃないか

という具合に考えています，また魚病の

専門家を大量に養成したいというのも私

の念願です。ことにアメリカでは現場技

術課の講習会をやっていまして，和I!菌研

究室あるいは病院なんかに併化場の第一

線の人を送り込みまして，細菌学的ゼ明

持あ常利ま病院なんかに僻化場の第二線

@.;)-ç号法~述ちまちJも細菌学的な研究

あるいは技術を身lこつけるように講習会

が聞かれています，これは日本でも将来

是非取り入れたい考え方です。池の構造

については特に問題はないという具合に

私は考えております。アメリカあたりで

もいろいろ池に凝っている人がいまし

て，エンテイアツトという所にパローズ

という人がいますO この人は立体勝化器

の創始者でなかなか優秀な人ですけれど

も，彼なんか凝って，いろいろ池の形を

工夫してはアンモニヤ，あるいはクレア

チニン，あるいはウレアというような封ド

出物質の蓄積状態を池の中でいろいろ研

究しているようですけれども，私の見?こ

印象と， i皮の発表したデーターから見て

みる限りでは，今の所は大した画期的な

ものではなL、。レース・ウェイと呼ばれ

ている普通の真直な池が依然、としてポピ
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ユラーである:実用化されつつある新し

い池としましては丸い稚魚用の池があり

ます。サケ・マスのんーでもやっておりま

すけれども，コンクリートの上へ作れる

のですねc 下へ掘らないで，下へ掘って

いるものもありましたけれども，地面の

上へ上げているということが新しく目に

つきました，これはもちろん理論的に，

水の一定単位体積当りの収容能力が増す

ことは，計算してみればすぐわかるはず

ですね。また従って池建設のコストも下

がると思いますc 水の冷たい地方では，

こうした地上に並べた丸池は，太陽熱で

容器を暖めるという狙いがありますc し

かも逆からいろと魚、に日光を当てること

がいいか恵いかというような別な問題を

持っているわけです。つまり日射病とい

いますか，太陽による火傷を作るのじゃ

ないかということがL、えるわけです。こ

とにビタミンが欠乏しているような状態

のときに太陽の熱を巧てますと非常に漬

蕩なんかができやすいというような新し

い研究もあるようですから，その辺はな

かなか難しい問題だという具台に思って

おります。もちろん単位面積当りの収容

能力のふえることは事実ですから，そう

いう意味では使用できるだろうと思って

おりますc

ニジマスの品質の問題

三番目に問題になるのは，アメリカへ

行くと日本のニジマスの質が思いという

ことをいわれたわけですね。少くとも私

は聞いたわけです，変な匂いであるとい

うのですね 変な匂いがあるということ

で考えられるのは， もちろんサナギや何

かやっているからではないかという併の

問題が一つ，それともう一つ，加工まで

の時聞が，つまり冷凍までの時間が，か

かり過ぎているのではないかというよう

なことが第二番目に出てくるわけです

ね。一体どちらによるものであるか非常

に問題ががある。餌が原因だということ

は，まあ間違いがないとも思うのです

が，第二の点については，品質の外にも

う -つ問題点がある。加工迄の時間が長

くかかるということは，生産者が加工設

備を持たないという所に原因がある，こ

の間も話題になったのですが，生産業者

が，商社と値段の交渉している。その聞

にも魚は成長する訳で， うかうかしてい

ると，輸出不適格品になりかねない。そ

こで泣く泣く生産業者の方から妥協する

ということで，どうも経営が安定しな

い。生産が大規模になれば，加工場の建

設は，協同組合方式によれ，なにしろ不

可欠である。

経済上の問題

それから三番目に経済的な問題に入り

たいと思うのですが，経済的な問題でい

うと， 日本の魚の値段が非常に安いとい

うことですね。アメリカのアイダホ州の

スネイク・リパーという所があるのです

が， コロンピヤ河の支流なんですね。そ

こl乙スネイク・リバー・トラウト・フア

ーム・スネイク河養鱒場というのがあっ

て，民営で世界第一と彼は称しておりま

したけれども，地の広きが世界ーという

のではありません，生産量は第ーです，

巨大な冷凍工場を持っておって，近所の

養鱒場から魚、を集めてきこれを加工して

いる，彼はそうはいわないc この池で魚

を全部作っているという〉一緒に行った



政府の役人が，あれはうそだといって横ー

から耳うちしてくれたのでわかったので

すけれども，あまり民間の人の話は，信

用できないところがあります。スネーグ

・リバーあたりの人も，アメリカあたり

ですと安くても80セント台ぱtで売った

ことはないといいます。ポンド汚りです

ね。ところが日本ーのは幾らだ. 4~50セ

ントじゃないか。 40セントじゃないか。

乙ういうことをいうのですね。どうして

そう値段が交いかという問題ですねO こ

れはアメリカでエジマスの問題だけに限

らないので，マーケットに行きますと安

いのはみな H本製ですね。日本151を見な

いマーケット，庖屋というものはないで

すね。 僕らアメリカへ行きまして，日本

!日を見合げる名人になりまして，ちょっ

と見て日本品， 日本品でないということ

を当てる。食器なんか非常に安い。フオ

ークとかナイフなんかは，ほかのものは

ド、ル単位， 日本の品物だけはセント単位

ですね。僕ら使ってみてどうということ

はないのですが， 日本品だから曲るわけ

ではない，粗悪でない， きわめて安い，

私みたいな経済学の専門家でない者がそ

んなことをいわなくても，経済の専門の

伊万は，そんなことは常識だといわれてい

ることだろうと思いますけれども， とに

r かく日本のものは非常に安い。スネイグ

あたりの:告は， 日本品はもう20セントぐ

らい上げてもアメリカ品との競争する ζ

とはないじゃないか， 1111質ーが悪いといっ

てもごくわずかの問題であって， もう20

r -I~ ント上げてもアメリカ品と全然競争す

る乙とはないじゃないか， 上げられない

だろうか， ということです。アメリカの

業者はコロラド州あたりでは， 日本の品
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物をたくさん入れてアメリカの品物と混

ぜて70セント位に安くアメリカ品として

売る。乙れがだいぶ出てきています。そ

れでアメリカは非常におもしろくないの

で，自社のマークをつけて最近出してい

る。 だから日本31がもう少し伸ぴてきて

アメリカ品と混ぜて売られるという事態

が起きてくると，場合によっては政府に

圧力をかけるような事態が生じないとも

限らないというようなことを，スネイク

・リパーの支配人. 2. 3の養魚場の人

がいっておりましたけれども，ちょっと

問題になってきたようですね。この点な

んか一体どうすればいいか，なかなか養

魚の問題は復雑な要素がありまして，に

わかに乙乙で簡単に結論を申し上げられ

ないような気がしますが， とにかく日本

品が非常に安く売られているということ

は，事実ですね。大体アメリカではニジ

マスというのは牛肉より高いですね。あ

れは一つの賓沢品であって，マーケット

あたりに行くとポンド当り 1ド、ル以上で

すO 僕は向うでニジマスなんか食べなか

った，あんな高いものは食べられない，

そういうような状態なんで，これを何と

か輸出値段を上げられるように，これは

単にニジマスの問題に限らず，中小企業

全体の大きな問題であるし，輸出手段上

の問題でもあろうし，養魚なんかの場合

には{可らの，アメリカのバイヤーあたり

にも問題があるんじゃないかというよう

な感じを私は持って参ったものです。そ

れからもう一つ，技術的な考え方であと

補足することは特にありませんが，人か

ら見てくれと頼まれたことで，お答えす

れば，六月頃産卵するような魚がありま

せんかということを頼まれたものです
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が，とればないようですね。つまり，寒

いところにあるやつは 6月に産卵するの

ですが， I涯い所へ持ってくれば普通に戻

ってしまうので，特に冬産卵するという

ような特別な魚、ではないようです，成長

l交の/::j題ですが， ドナルドソンあたりが

20数年サケとー怖に改良に努力した結

束， 11木の魚に比べると成長!立が一年は

'i'いい栃木県の方なんか， ドナルドソン

の所から卯をもらった関係もあってと存

じだろうと思いますが，成長!宣が非常に

大きいということは非常に問題だと私は

思います。もう一つは，野生のものに比

べると附化I坊のものが生命が弱い，生活

)Jが ~J~J いということは，先ほど申し kげ

た通りですの乙とに生化学的な分析をし

てみますと，jWf化場のものは脂肪ばかり

で蛋|斗質が少い， iitiは脂肪をやっている

わけではない，蛋白質を ~f'心にやってい

るわけだけれども，餌の蛋白質が魚の蛋

|そi質にまわらないということですね。し

たがって脂肪肥りの魚が出来るという結

果がワシントン州の栄養研究所からはっ

きり研究がIt1ています。もちろんこれは

研究途上の問題がありまして， もう少し

全同のサンフ。ルを集めて検討してみたい

ということだそうですが，まあ大体身体

の構成的lと劣っている，健康でないとい

うことはこれは事実のようで， もし県で

釣魚、l乙放流され，その目的にしたがって

か、を飼うとすれば，乙の問題はないがし

ろにできないというふうに感じられま

す円以上官、の見てきたところをまとまら

ないままにお話し巾し f:げましたけれど

も， もしMかご質nりがありましたら，一

つあとはご質問によってお話し申し上げ

たいと思いますと清聴を感謝致います。

米沢技官の演講

昨年:6月， FADのフエローシツプを

とって渡米中の米沢技官(当時漁業調務

2 課鮭鱒係長〕は本年 1 月 12 日 ~L)1活用し

た。別項の講演はその報合会におけるも

のでご同際食糧農業三に掲載されたもの

である，乙の報告は水産庁においては

と鮭鱒資源研究のあり )jミ と北海道の魚、I~

鱒用姐のあり万三という事で多いに問題

となっているもので，われわれ技術おと

しても附化事業の担当者として大いに反

省しなまればならない点も見受まられ

るし参考になる点が多数見受けられる。

このような意味からも皆々様の，E'，'t慢の

ない意見をお願いする次第です。

内容は大きく分けるととサケ・マスの

問題コ とニジマスの問題ヱ ご質疑応答ミ

の3つになるが，相当な昌:になるので 2

同l乙分けて紹介致します。(大久保)

i 異 動

転勤次長農林技((C 小林教司(恨室

支場長)

根室支場長 農林技官 幸内慎次郎

〔次長)

十勝支l易 'li~'勧労拶苅 ぇkJI:友也(イz

l易)




