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〔質疑応答〕

問 餌つけのニジマスですけれども，

最初からドライ・フィードをやるわけで

すか。

答最初からドライ・フィードをやる

わけですね。ですから種知があるわけで

す， 6種類、ぐらいあるわけですよ，全般

にやるわけですね，そしてコートランド

の栄養研究所で栄養分析をしまして，ど

のくらいの魚にはどの餌を 1口何グラム

という表ができているのですよ。素人で

も飼えるという努力が向うでは非常に盛

んなようですね。日本だったらあれでし

ょう，ある研究所でニジマスの成長度を

比較しようと思ってニジマスを育てたら

こんな大きなのと， こんな小さなのと育

って比較ならなかったということがあり

ましょう。一定の魚、を育てようというこ

とは素人には難しいですね。ドライ・フ

ィードならばっと撒けるし，自動車でも

撒けるわけですね，普通のべとべとした

飼料だとなかなかその通りにいかないで

すね。したがってぺレツトない餌を池に

平均にまけ，魚の成育も均等にゆくとい

うことで，乾燥餌料を使えば，飼い方が

容易になるという特徴もあるのじゃない

かというふうに私は考えておりますO し

かし併用してやっていることもあります

よ，しかし会社によって，餌の状態が一

定でないという欠点が時にあるようです

ね。加工過程に原因があるだろうと思う

のですが，ビタミンが不足して貧血を起

したりなんかする状態があるのですよ。

そういうことで，やはりいまの所は併用

せざるを得ないような…。エラが貧血症

状を呈した時に，また肝臓を与えるとい

う風l乙ですね， ドライ・フイドと H・フア

クターの関係ですが， H ・フアークター

というのは，ビタミンB群だけというこ

とは略明らかになってきたようで，必須

ビタミンの要求量の探求が完成すれば，

問題はないということです。また現在ペ

レツトにビタミンを添加したものもあっ

て，ニジマスl乙関する限り，在来の餌料

に性能が劣ることはないという結果が出

ています。

問 単価は安くなるのですか。

答 単価は今のところ多少高いようで

す。アメリカ養鱒場の経営分析表を見る

と，原価は大体46セント位になるのです

ねO ポンドの魚、を作るのに日本よりだい

ぶ高い。そのうちの半分の23セントが人

件費で残りの23セントが餌代なんですO

それが在来の餌ですよ。ドラト・フイー
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ドでやると 1~2 セント上ってしまう。

人件費の方は今のところまだ試験段階で

すけれども，人件費が下がるので， トー

タル・コストは下ると思います。民間は

たとえばアイダホ州なんかも全面的なド

ライ・フィードに頼っている， ビュール

という，餌料会社が非常に優秀でそこに

頼っている。今年が全面的に頼った第二

年目で，餌料の分析と単価の分析がまだ

できていないというので資料をもらい損

ったのですが，安いということでしょう

ね， ドライ・フィードTごと薬も混ぜられ

るのですね，病気になるとサルフア剤な

んか混ぜてやるのですよ。それからコン

バーシヨンはいいですね，普通は日本の

データーでも2を超えています。まあ2.5

とか 2.6でしょう，造肉係数が，だけど

ベレツトでは. 1台に下っているようで

すよ。スネイク・リバーとかヘガマン・

ハッチユリーでは 7月か 8月の係数は

1.6とか1.7というのが出ていました。

だから餌が肉に変る効率もずいぶんほか

のものよりも高いですね。まあちょっと

比較が問題ですが，水分をどういう工合

にするか，ちょっと問題があるけれど

も……。

閉 さっきの魚の脂肪のことなんです

けれども何かそこの， ワシントン栄養研

究所の報告がこっちにありますか。

答 ワシントンと，もう一つあります

よ，日本にもすでに来ていると思いま

す。僕はそれは日本で読んだのです。行

く前lと，それで、見てきたのだけれども，

ありますよ。

同 日本の場合ですと，その脂肪とい

うのは，あまり日本の魚、では，餌は脂肪

はそんなに多くないんですね。われわれ

やっている餌というのは，東京の場合で

すと生サナギは使わないですから脂肪は

多くない。脂肪に変るとすれば蛋白か粉

をたくさん使いますから炭水化物が変る

場合もありますけれども…・・・。

答 しかしポイントはこうなんで、すよ

野性のものはやせているわけでしょう。

併化場のものは太っているわけですよ。

調べてみると，成長の段階別に追いかけ

ていくわけですけれども，生化学的にど

ういう工合に変っていくか，その聞の差

がなぜ太っているかというと脂肪なんで

すよ，つまり筋肉隆々として大きいのじ

ゃなくて，太っているわけですね。

問 餌料をどれくらいやると不健康か

という......。

答 そういうふうにはまだやっていな

い。両者に差があるという乙とで，一体

どれが一番健康で， というのは…・・・。

問 たとえば飢餓の場合に脂肪のうん

とある方が……。

答飢餓といっても，結局冬の間でし

ょう。そこで論議されるのは，冬の聞を

越すに足るだけの脂肪があればいいので

あって，長期にわたる飢餓に甚えること

を比較しなくてもいいわけです。 だから

単に大きいとか小さいとか比べる… o

問 餌から比べて，脂肪が何%あれば

健康かという基準が出しにくかったので

しょう。

答だから，今まで両者を比較して，

データーが出てどんなに積んでも結果は

出ないでしょう。 だからアメリカあたり

でも， もう少しということで，まだ結果

は山ないのですよ。だけれどもその辺の

研究は必要だという認識は非常に強いの

ですよ， 日本ではまだ分析の段階ではな



いかなという気がしましてね。結果から

見ると両者の差は非常に少いけれども，

内容をよく見るとずいぶん聞いているの

じゃないかというので， 日本のニジマス

なんか歴史が新しいですから無理もあり

ませんけれども，それから経済的な価値

も違いますから……。

問 魚を飼っている人たちよりも栄養

研究所とかいうところでやっているわけ

ですね。

答 官立の研究所ですね，民間はやっ

ていません，だけれどもよく相談してい

ますね。

問 抗酸菌の問題ですね，魚、で，抗酸

菌に侵されるものがだいぶあるだろうと

いった話でしたが，これは併化場のもの

ですか。

答 それは，ニジマスは割合少いです

よ，サケi乙多いのですよ，サケで抗酸菌

の話をしますと，稚魚も，あれをグライ

ンダーにかけて培養してみたら，稚魚も

侵されているということがわかるのです

よ。その原因がどこにあるのかというこ

とを考えてみたら，アメリカでは魚とい

うのはあまり要らないのですね。 だから

稚魚の餌に親の肉を食わせるのですよ。

そこからやはりきているということなん

でしょうけれどもねO だから日本に比べ

ると，伝染は人為的に，伝染の機会を広

げているというようなところがあります

けれどもね。 だけれどもコロンピヤ河あ

たりだと，僕の見?こ範囲で、は，上って来

る魚の50尾に 4， 5尾位いますね，疑わ

しいやつも含めて，

問健康状態はどんなんですか。

答健康状態の悪いやつは色が黒くな

って，やせて弱っているのですよ，身体

の中を聞けてみると内臓に白い班点がや

たらに出ていて，潰蕩ができている。乙

れは悪いやつですよ，そういうのはたい

てい死んでしまう公算が多いですね。ほ

かの魚に食われたり，瞬化場に，あそ乙

まで上ってくるやつはよく見ると白い班

点がある。多少色が黒ずんでいる，中を

調べてもよくわからないけれども，ただ

それを細菌学的に培養してみると，抗酸

菌が発見できたということが多いのです

ねO

問 解化場のもので天然のやつはない

のですか。

答天然のやつもそうですよ，ダムの

中でサンプリンクーしたものにもあるので

すね。

問 伝染過程というのはわかっていな

いのですか。
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答 まだわかっていないのです，気が

ついたのは，よくわかったのは 2，3年

~íT位から注目されてきて，ょうやくとい

うところですね。

問 こういう病気で死亡する率という

のもある程度多いのでしょうね。

答疑っているわけです死亡するとい

うよりも，体力が弱まれば天敵が多いの

で時間的に死亡する。それからもう一

つ，人聞に対する伝染の可能性というこ

とも多少疑問があるらしいですね。ない

とは 10a%は言いきれないということら

しいですね，細菌学的には。

聞 これはレポートありますか。

答 ずいぶんでていますよ。ずいぶん

でもないな，本年度出たのは， 3つ， 4 

つありますよ，シアトルのウエスター

ン・フイツシユ・デイジイズ・ラブラト

リ，西部魚病研究所ですか，シアトルの
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ワシントン大学の中にありますo ::;， 4 

f牛位出ていますね。

問沖合のサンフ。ルは，

答沖合のサンフ。ルは出ていません

ね。まだ河の段階ですね，ほかの魚種で

も普遍的な病気なんだそうです。海の中

における伝染も高いのじゃないかとい

う，これは推定ですね。

問 ドライ・フィードのことなんです

けれども，混合の割合ですね，それから

造肉係数はどうなっているかというこ

と，それから各成長の段階において餌料

はいろいろ変化すると思いますけれど

も，そういう点はどういうふうにやって

いるカ〉。

答 造肉係数は全般的な資料はまだ出

揃っていないのですけれども，さっき申

し上げたのですけれども，ヘガーマンと

スネイク・リバーの 2つのハッチユリ

ー，これは 1台の成績が出ていますね。

17， 18， 19などという数字が出ています

ねO ヘガーマンの造肉係数については連

邦政府のコスト分析表に出ていますね。

しかしちょっとわからないところもある

のですよ， というのは，へガーマンが

途中から去年，切りかえまして，去年

の数字が載っています。年間の平均が少

し高くなっている。年間の平均は 2.2か

2.3位になっていると思いますけれど

も，餌の問題ですけれども，私サンプル

を持って参りました。そして 6種類位あ

るのですね。稚魚用から始めて成魚用ま

で，それからビタミン強化のやっとか，

薬を入れたやつですね， 6種類位あって

段階別にやっているわけですc その内容

はその会社で教えてくれなかったので

すc 一般的に蛋白質が幾らとか， F'Jが幾

らというのは私が表を持っていますか

ら，今ここに持っていないので 6種類別

に言うことはできませんけれども，のち

ほどお知らせできると思います。

問 その原料の混合割合は。

答 ほとんど魚肉ですね。

問 魚種は何ですか。

答 ターボツトというやつです。底魚

でよす， ヒラメで，有歯，歯がばかでか

いヒラメ，和名をちょっと忘れてしまっ

たけれども，だけれどもその他の底魚も

使っていますね， トロールの要するにく

ず魚を使っているわけです。

問 植物性の蛋白というものはほとん

どやらなくてもいいということなんです

カ'0
答 多少食わせているようですけれど

も， まあそういうことですね， 考 え 方

は，天然餌料l乙近ずけてやれということ

なんですよ。栄養学的なあれでまいりま

すとねO

閉 それとコストの点なんですけれど

も，いわゆる，今までこういう餌ができ

るまでにはほかの餌料を買ってきて，そ

れを混ぜてやっていたわけなんですか。

答 今までの普通のあれは，いろいろ

配合比率があるのですけれども，大体は

牛と豚の内臓ですね，つまり肝臓，牌臓，

肺臓それから腎臓なんというものをやた

ら食わせる。それに底魚、なんかも食わせ

ていますね，それからまた別にコンパイ

ンダーとして一一一ぱらぱらになってしま

うでしょう だから塩を加えたり，最

近は塩じゃなくて， CMEというパルプ

工業のパイプロタクト，副次製品ですか，

それを加えています。それはコンパイン

するのにはねばりを噌す力が非常に強



l ¥， プ四グレシツプ・フイツシユ・カノレ

チユリストの去年の 7月号に載っていま

す。

間 コストの面はどうですか。

答 コストは今のはちょっと高いで、す

ね， というのは，大量生産といっても未

だ規伎がそう大きくないということがー

っと，やはりまだ少し高いようですね，

ポイントは要するに大量に生産すれば，

もっと下るだろう，人件費が検約でき

る，大きいのは，撒いてみたらわかりま

すね，ぴゅっと撒くと向うからこちらま

で誰でも撒けますよ，だから魚の大きさ

を一定に育てられる，それから設備がそ

んなにかからなくなって，減価償却の面

でえらい違いますね。

問 どんな会社でどのくらい作ってい

るんでしょうか。

答今のところ大して作っていないよ

うですけれども，わかると思いますけれ

ども，会社のあれまではちょっと……僕

パンフレツトをもらってきたのですよ，

そっちに載っているでしょう。

閉 それから技術面の説明一番最初

に，非常に機械化しているというふうに

おっしゃいましたのですけれども，どう

いう面で機械化しているのですか。

答ー杏大きいのは餌なんかやるの

は，たとえば，従来の餌を使う場合には

圧搾空気でやっているわけです。長野な

んかでもちょっとやりかかっています

ね。 圧搾空気でぴゅっと撤くやっ，圧搾

空気でも，ねばっているやつですからぴ

ゆっぴゆつなんでいかないですよ，要す

るに大麦かなんか出てくるようにだらだ

ら出てきて，人聞がやはり振らないと均

等に切れない，沈んじゃうのですよ， ド
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ライ・フィードの場合だと自動車につけ

てまして，自動車をスローで運転しなが

ら圧搾空気でぴゅっとやる，それからこ

まかい例で言ったら過度調節装置なんと

いうもの作っていますね，これは公立の

ところで見ましたのですが，これはあま

り参考にならないかもしれません。それ

から選別機械なんかも作っていました

ね， コンベアが穴があいているやつで，

だんだん落っこってて，取るやつです

ね，それからまだいろいろありますよ，

マラカイト・グリーンの消毒装置なんか

もその一例ですね。

問 立体附化器ですね，これは従来日

本で行われているような方法じ特に解

化率がいいとか，あるいは，いろいろそ

ういう利点というものは出現しているわ

けですか。

答 それは，一つの問題は，いかに少

い水がいくかということと，どんなに狭

い所でいくかということで，長野方式と

いうのは多少大きいのじゃないかと思い

ますね，ロバーソンのインキニベター

はプラスチック製， したがって運ぶのが

簡単ですね，またきけなんかの場合だっ

たら簡単に野外の僻化場ができていると

いう利点がある，ニジマスなんかの場合

だったら，民間の小さいところなんかが

もしやりたければ自分でやれる，しかし

民間の所は親を飼って卵をとって一貫生

産をすることがいいかどうかということ

は別な問題ですがね，経済的には。

問 すると向うのニジマスの養鱒場の

経営として，釣堀の経営に，これを冷凍

加して出す場合と二つあると思うのです

けれども，二つの比率はどういうものな

んですか。
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答 それは人家のある所は釣堀絶対で

すよ，けれども人家のあるところは必ず

しも水がうんとあって大量生産ができる

というわけではないし，しかしまあ人家

のある所は釜堀方式絶対ですよ，釣堀に

すると，それは釣り落したってだめです

よ，買わなくちゃいけない。協定値段を

ワシントンでは作っていましたよ。僕ど

つかに書いてきたと思うのだけれども，

えらい高いのですよ。 だから釣堀をやっ

たら釣堀依々ですね，釣堀も日本のよう

に汚い所で，変な，腰をおろしてやって

いるでしょう。向うは違うのですよ。プ

ールを作って，ボートを浮べたりして釣

掘をやったり， もちろん小さい所で釣堀

だけの所ーもありますけれども，採算性は

釣掘がはるかにいい。トータルの生産の

割合に，アメリカのレマトランなんかが

日本から入れなければならないというの

は，最近できたやつはみな釣堀形だとい

うことなんですよ。 だからコロラド州と

かアイダホという所は人家からものすご

く遠く， 一番近い所の人家が人口 1，000

人位しかなかったり，こういう所は，た

とえばアイダホ州なんか，今言ったスネ

イクMが湧水がものすごく出るわけで，

養鱒の適地としては理想的なんですけれ

ども，釣堀形式ではとてもできないし，

釣堀形式では大生産はできないでしょう

何トンという生産をやっておいて， 釣

堀，来やせんですね，だからワシントン

州あたりでは釣堀絶対，奥に入れば食用

魚生産ということは孟えると思います

ねO

聞 大体アメリカの生産はどれ位のも

のですか。

答 あまりはっきりしないようです

ね。というのは，政府が全然タッチして

いないのですよ，それから釣堀の生産が

掴めないでしょうなかなかね。はっきり

しないのだけれども，やはりずいぶんあ

るのじゃないですか，僕がちょっと聞い

たら 5，000トンとか 6，000トンの大きな

数字を言っていましたよ。

閉 そうすると，それに日本とデンマ

ークの輸入があるのですか。

答 輸入自体としては，僕はもっと伸

びるだろうと思うのですね。

閉 それはどういうところからそうい

う印象が…・-。

問 足りないですね，それから高いで

すよ。

閉 それは安くすれば出るのですか。

答 もう少し普及すればね。日本が伸

びたらデンマークが減っているので，今

の段階からいって， はっきり言って

1，000トンから 4，000トンまで輸出が仲

ぴるかということははなはだ疑問だと言

わぎるを得ないのですね。デンマークは

ヨーロツパにも市場を持っているので

す。 だから日本なんかの対米一辺倒とち

ょっと違いますからねO

問 米国，カナダの国民の水産資源保

護に対する考え方と関心の程度が， 日本

とどの程度違うか。

答 それはなかなか難しいですね。 だ

けれども日本は，例えばサケが日本でも

非常に少くなっている。問題になるのは

河口にある定置，これをやめさせろとい

う問題，あるいはどこかの何をさせろと

いう問題， 日本ではなかなかできないで

すね。アメリカだったらそういうように

権利化していない。許可だって，操業す

る権利は与えるけれども，たとえば漁師



が船を買うでしょう，操業する権利は与

えるけれども，たとえば乙こを禁漁lとし

ても文句は言えないわけです。州の法律

でぽんと禁漁にしてしまって， しかも勝

手なんです。今では金曜と土曜日をオ

フ・リミットにしていた， クローズド・シ

ーズンにしていた。ところがどうも魚の

工合が悪いから木曜日も水曜日もやめよ

うといって，一方的な命令でやめるので

すよね，だから民間の人の啓蒙運動とか

どうとかいうことは新聞で一生懸命やっ

ているけれども，日本に比べて特に高い

とか僕は言えないと思います。もちろん

向うの人は金持だから魚に持つ食料とし

ての魅力は少いのですよ。釣るのがおも

しろいのです。大体金持は法律をよく守

りますよね。そういう意味から言ってア

メリカやカナダの関心度が非常に高いの

ですがね。密漁はないかといったらその

密漁はたいへんなものですが， 日本の密

漁のように儲けるというよりは，卵をと

ってニジマスの餌にやろうというので，

大体密漁の根性が違うのですよねO トラ

ックなんか持ってきて密漁して，雪の下

へかくしておいて売っ払っちゃおうとい

う，北海道のような悪質のものはないで

すね。意識というのは，僕は経済問題だ

とか，社会的に，それは大体日本人の方

はそういう意味では遵法精神が低いです

よ。 だけれども僕の意見ではやむを得な

いと思っていますがね。もう少し金持に

なれば日本も遵法精神が出てくるし，け

ちな人だって自分でどんどんとって減っ

ちゃえば困るのは自分だと思つでもやめ

るという決心はなかなかっかないですよ

ね，カナダでナス河という河でよくとれ

たけれども，あそこは一週間にーペんし
， 
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か聞かないというのです。来年はそれか

らもう一つ，スキイナ河というのはプレ

ーザ河につずく大きな河ですが，あそこ

へサンブ。ル調査で漁獲調査をしてみたの

ですよ，そうするといろいろピークが出

てくるでしょう。シーズンの最初に小さ

なピークが出てきた。このピークを発展

させなければならないというので，一年

か二年の調査でぴたつと禁漁区にしてし

まったのですよ，漁師はぶうぶう言うの

ですよ，食えないとか何とか，漁師が食

えないといっても，去年8，000ド、ルも 3

カ月位で儲けているのだから，日本人の

ぶつぶつとは逢うのですよね，意識の問

題というとちょっと難しいような気がし

ますね。

問 禁漁ということに対して，漁業者

はどんなふうに…...。

答 そういう話はすぐしてくれるから

・・私が聞いたのはコロンピヤ河の中流

で，コロンピヤ河というのはもとは

4，000万尾位マス・サケですか， とれた

のですよ。所があそこの上流で世界で何

番目に大きいというグランド・クーリー・

ダムというのができたでしょう，まだほ

かにもできたのですよ，それで上流の

1，800マイルに産卵場がなくなってしま

った， 1，800マイルというと 2，000数百

キロでしょう，そうするとどうですか，

青森から鹿児島まどのくらいですか，真

直はかつても 3，000キロじゃないです

か，それだけの所がコロンビヤ河で産卵

場に使えなくなった，それからポリユー

シヨンの問題があるでしょう，水質汚濁

で，今は 1，∞0尾もとれないというよう

な状態になって来た。ことに最近だんだ

んとれる率が減ってきたのですね。それ
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で資源保護しなければならないので，政

府は僻化場を作るとか，何とか何か人工

産卵場を作ったりして，そうしました

ら，ボンネピル・ダムという有名な夕、、ム

がありますけれども，あそこの漁業組合

が決議をしまして)j何11しかとらないと

かやっていましたよ，禁漁uを自発的に

作って，政府の)jはここに関する限りは

禁漁区なんか作らなくてもいいのだと言

っていましたけれども，それが，僕の感

じでは1Ij{会ーの例外ではないかという気が

しますけれども，ほかはそういう話を僕

にしてくれなかったから…・・・。

閉 そういうコンザーベシヨンに対す

る意識というのは，ただ単l乙裕福か貧乏

効〉というふうなことじゃなくですね， も

う少し掘り下った道徳観念あたりから違

っているのじゃないですか。

答 そういう議u命をすると，それは宗

教意識の問題もあるから何とも返答しに

くいのですけれども，ただ僕が言いたい

のは 11本人だってもう少しお金ができた

らもう少しましになるTごろうということ

で，アメリカのレベル……，根本的にそ

ういうふうにj主うことはあるかもしれま

せんが，インデアンなんか守っていませ

んし……。

同 省漁者が見つかる場合に徹底的に

罰金をとるとか……。

答 ええとりますね。

問 しかし裕福であってあまり関係が

なかったらそんなにまで……c

答 見つからないんですね，はっきり

言うと見つかった人が運が悪いので…

向うはポリさんが二つあるのですよ，t，こ

くさんありますけれども，フイツシユ・

アンド・ゲームのポリスというのがある

のですよ，鹿とか魚とか， 日本で言うと

漁業法とか資源保護法があるでしょう，

そのために作られたポリスなんです。自

動車に乗ってパトロールして歩いている

わけですよ，だけれど何分広大でしょ

う。僕も無免許で自動車を乗り回したの

ですよ。僕は無免許だから自動車を運転

したくないと言ったけれども，田舎でど

うにもならない。捕まった例がないとい

うのですよね，それは広大ですよ。場役

によってね，だからそういう大がかりな

密漁だったらばれるかもしれないけれど

も，でき心なんかだったら……人家の多

いカリフオルニヤなんか，密漁で押収し

たコレクシヨンを見せてもらったのです

が，やはり道具は東西不思議に似てます

ね。やはりパトロールが行くと煙草なん

か喫ってね，空なんか見ているそうです

よ，だから日本と密漁者が良く似ている

と思って，僕はまだ見たことがないけれ

ども，山本君なんかが行くと煙草を喫ん

でいるそうですよ，よくその辺を見る

と，竿を結んだりしてあるそうです

カ五......。

問 先ほどコロンビヤ河のポリユーシ

ヨンの問題についておっしゃいました

が，その他の河川については……。

答 それは小さい河川についてはずい

ぶんありますね。もちろんカナ夕、、へ行く

と事情がだいぶ違いますよ。プレーザー

河の下流なんか製材工場があるので，あ

の液で変な色をしていますよ。V-tみたい

な，黄色みたいな， コロンビヤ河という

と，工場排水，やはりパルプ排水で， )底

i乙泥がたまって， 1pJが臭いですね，小さ



い河もそうですね，カリフオルニヤのサ

グラメント河なんかもずいぶんひどい所

がありますね。あそこはポリユーシヨ

ン・コントロール・ボード，省、じゃなくて

庁かな，委員令みたいなものがあって，

委員は民聞から任命されて，その下に事

務局があるやつ，あれはいろいろ会議を

聞いてやっているわけですよ。僕は一回

そういうポリユシヨンの会議に出たわけ

ですよ。出ましたらちょうどコロンビヤ

河の場合でしたけれども，日本のポリマ

ーシヨンの会議と同じですよ。工場側の

人が出てきまして，官、の工場は 3，000人

の人を使って，製品がどれくらい， どれ

だけの人に思恵を与えているの 3，000人

に，家族が何人としても，何千人を直接

支えて，そのほかの製品の及ぶ範囲は，

数千万人，サケはどのくらい及ぶか(笑

声)， なんてやってましたよ， おれは自

分の儲けをやっているけれども社会事業

もやっているので，遊びのサケ伎と一緒

にされては困る(笑声〉というような意

見もだいぶ出ていましたよ。

閉 それに対す政府とか，政府の対策

はどうなんですか。

答 対策は州内のやつだと規則を作っ

ているのですよ。聞きましたら，法律面

だけでいえば，カナ夕、、は水の中へ照草を

捨てても.1frlせられるそうです。それくら

いの厳重な法律はあるけれども，実際に

は施行されていない。野生生物に有害な

物質を水中に投棄しではならない(笑戸〕

という規則はあるのです。規則はあるけ

れども，事実は違うというわけで，その

辺の関係は， []木と似てますね，社会は

やはりその発言力の強さに応じて社会に

占める地位がきまってくるのじゃないで
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しょうか。

問 先ほど，生物学的な研究のお話，

興味深くお聞きしましたが，研究のレベ

ルについて，さっきお話になった天然の

与える損害と人間の与える損害は河と沿

岸でどっちが大きいかの問題，人間の与

える損害の方が大きいという生物学的デ

ーターはあるでしょうか，それからもう

ーっさっき言われた，河川の上流を再現

される，砂利を使って，あれは砂利だけ

の問題じゃなしに，環境の方を天然の環

境に合したように整備できる，そういう

研究ができているのでしょうか。

答研究ができているかというと，ア

メリカでもできていないのですよ，ぴし

やっと答えが出ていれば日本で適用する

ことができていないのです，サケという

のは太古以来人間が全然やらなくても子

伊、を産んで帰って来て，また子供を産ん

で帰って来て，また子供を産んで， とい

うことをくり返してきている，そしてあ

るレベルを維持している，その後漁獲が

入ってからがたんと落ちた，こういうこ

とですね。 だから人間と天然がどっちが

損害を与えているかといえば，それは天

然が与えているにきまっているわけです

よ。小さい実験ですけれども，百ぐらい

魚、を放しますと，天然、の場合Tごと帰って

くるのは 4尾位ですけれども，人間のも

っているのは 6， 7尾{すーから， 8尾ぐら

いじゃないかというのが，残りは魚、が勝

手に死んじゃったり，ほかの動物にとら

れたりしているのですから，天然の与え

ている打撃の方が多いのですけれども，

普通の資源の盛衰に人間がさらに致命的

な打撃を与えるか与えないかということ

ですね。
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閉 そうすると広い海よりも河の方が

天然では大きい，環境の広さ対損害の頻

数というか，事故別l乙見ますとね。

答 生物学的に一つの証明された，と

いうことでした，一般的な一つの間違い

かもしれないけれども，常識として，海

の方が状況が安定しているというのです

ね，河Tごと嫌な水が入ってきても逃げる

所がない，餌が多い所へ行くといっても

行く場所が知れている，人間の死亡率を

調べてみても乳幼児ぐらいの死亡率が圧

倒的に高いので3年を越えるとずっと減

って， 10歳位でまた減るでしょう，そう

いうような常識があるものですから， も

ちろんマーキングしたりなんかしたり，

生物学的実験と並行してですけれども，

一応海における損害に比べて河における

損害が大きいのじゃないかという乙と

は，一応の論拠としては言えると思いま

すね，ただ海でも相当減っているか，減

っていないかという乙とは論争になるの

ですよ，あまり影響を与えていないとい

う乙とは， 日本側の漁獲で海では，病気

か人間の死亡率に影響を与えてないとい

うような論議になるかもしれないし，と

いう乙とで，その辺はしかし研究は何も

できていないのです。アメリカでも日本

でも。

間 産卵場の乙とで，ある場所が非常

によくある場所が非常に悪い，こういう

点でもって何か自然淘汰とか，何とかい

う考え方が出来てきたのですね向うの学

者の考え方はそういう点はどうですか。

答 ドナルドソン氏の推論なんです

が， ζの人はワシントン大学に僻化場を

持っているわけですね，校内l乙，それに

サケが出てくると小さいものを捨ててし

まう。 捨てるという乙とは，ほかにくれ

てやる，大きいやつだけ交配する，だか

ら日本の考え方で言うと，卵を全部利用

しないわけですよ。 だから人工附化とい

うのは，そうでなくても効力が少いとい

うことを言われてて，卵を全数にやらな

いのだから，やはりサケは減りそうなも

のだけれども，そこで20年弱くらいやっ

ているうちにおもしろい現象が出たわけ

ですよ，一つはそこに上ってくる魚の魚

体がだんだん大きくなってきた，大きく

なるにつれて資源の動向もどうも上昇の

傾向にあるという乙とがわかってきた。

昔にくらべて数がふえてきた。

閉 それは大きい優秀な稚魚だけに交

配をくれてやる，そういう……。

答 そういうわけですね，結局それの

原肉はいろいろ難しいのだけれども，大

きいのが丈夫かどうかという議論は，学

問的に言うと抜け道があると思うので

す。抜けているところがあると思うの

です。大きいのは成長が早いから，だか

ら小さいうちに魚に食われるわけです

ね。その危い時期を短かく切り抜けてし

まうから生き残る率が非常に多いのだと

いう乙とですね，それでまあ彼がたまた

まコロンピヤ1TtJのスプリング・クリーク

の形で，やはり魚体が少しずつ大きくな

ってきているとか，そこだけがたくさん

できて，すぐ近所にもたくさん産卵場が

あるのですが，そこはあまり多くないと

いうようなことから見て，同じにやって

いるわけですから，やはり自然に行われ

た淘汰ではなかろうかということを言っ

たわけです。優良品種がそこに固定され

たのだという考え方で，だから一つの推

論であって，そうであるかどうかという



は， ちょっと疑問があると思いますね。

問 海洋水産資源について研究の仕方

ですね，資源研究の技術水準の程度です

ね，そういものが日本と比べてどういう

ふうに違った点があるか， 日本の場合は

非常に生産学的に研究する面とi旬、業や何

かで研究する面が個々ぱらぱらという

か，あまり系統だっていないような気が

するのですが，そういう点，米国とか，

カナダはどうですか。

答 アメリカでも状態はそれに似たよ

うなところがあるのですよ，資源、学者の

悪口を言ったりなんかしている人がたく

さんいますよc だけれどもアメリカの方

は， どういうかな，基礎からこつこつや

ろうというところなどが，やっぱり僕は

違うのじゃないかと思いましたね，だか

ら夢想だにもつかないような ζ とを乙っ

こつやっていますよ，例えばニシンなん

かの卵の試験なんかでも，ニシンの卵が

あの膨大な所に何粒位できたというよう

な調査をやるのですね。毎年ルーテイン

としてね。日本だったらなかなかそうい

うことを， もちろんそういうことをすぐ

やるかというとそうでもないですね。も

う一つ， 日本だったら理論が好きだけれ

ども，実際やらないでO だけど理論の方

から見ると，僕も資源学者じゃないけれ

ども，理論そのものの確立というものは

非常に弱いところがあるという気がす

る，今のままで理論の，水産学者と言わ

れる人達が資源学者と言って言い得るか

どうか，それに理論的な武装をしている

か，どうかということも多少疑問があり

ますよ。僕の個人的な見解として言わし

てもらえば， 日本の水産教育そのものに

欠陥があるのじじゃなかろうかという気
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がしますね。セミプロ養成機関という感

じがしますね。プロならプロらしく，技

師が下手としても，教育の仕方がありま

すけれども，また日本流に立って見れ

ば， 日本の水産教育というものは通れば

いいのですね。もともと下の方まで，基

礎まで研究するような学校設立目的を持

っていないのでそれは仕方がないじゃな

いかといえばそれはそうですよc 時代が

変りつつあれば多少は変革していかなけ

ればならないじゃないかという気がしま

すけれども，そういう問題はちょっと一

刀両断は加えられませんけれども……。

問 米国の研究が，復員軍人にもよる

というお話がありますけれども，ごく最

近のことと考えてもいいのですか'?o
答 3J~ 6位から若い人達の世代です

ね， もう減り出しているのですね，今の

オートメーシヨンゃなんかの時代で水産

なんかやるのはろくなやつがいないとい

う現象が出て来ていますね。日本でもこ

れは，僕は言えないことはないという気

がしますよ。ろくなやつがいないという

失礼なことは言えませんけれども，魅力

が薄れつつあるので，非常に優秀な人を

確保することが困難じゃないかな。アメ

リカのワシントン大学あたりは試験に落

っこって補欠になった人がいますね。好

きな人も来ていますよ。魚、をどうしても

やりたいというような優秀な人がね。復

員軍人なんかは，理論的には強くないか

ら， もりもり肉体を使って，研究が逆説

的に精力的に行われるという傾向はあり

えますね。それから新し機械なんかどん

どん買えるのですよ。 だから研究所と言

わず，養成員でも統計なんかで IBMを

じゃんじゃん使っているのです，だから
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貧乏人がいかに対抗するかという点はち

ょっと難しい点もありますね。

問 アメリカではニジマスは人工併化

は技術的に系統Tごててやっております

か。

答 やっていませんねC やっていると

ころはありますがね，だから特別な附化

場，養魚場で、も二つの系統があると思う

のですよ。大学l乙特に近い所にあった

り，特に大学の関係の養魚場というのは

一生懸命やっていますね，民間はそうい

う所に頭を使わないでいい卵を特定のし

っかりした所から買ってくるという傾向

ですね。

問 ニジマスは日本ものと向うのもの

と比較して外観的に相当差があります

カ)0

答外観的にはないじゃないかな，僕

はここで玄人でないからはっきり言えま

せんけれども，外観的に差がないと思い

ますけれどもね，差がないからこそ混ぜ

て売れるのじゃないかと思いますけれど

も，匂いに差があるということは向うの

人が言っていましたがね。

問 あなたがアメリカでごらんになっ

て，研究の関係でこれはすばらしいと

か，施設とか，機械で，こんなものがあ

ったら研究に役立つような機械で日本へ

持ってきたらいいというような・・…。

答 それはたくさんありますよ，一々

値段を聞いてきたのですよ。値段を聞い

てきましたらとても買えませんね，たと

えば向うでアイソトープの研究なんか，

ずいぶんいろいろ使っているのです。ち

ょうど僕の友達がビキニの研究やってい

るわけですよ。僕は彼のやり方を知って

いるわけですよね，彼は一カ月位もかか

ることを一日位でできるようなあれがあ

るわけです。

問計算の方ですか。

答 アイソトープなんかたとえば放射

能をはかろうとしますね，資料に入れま

すね。こ ζでぱちぱちと出まして，この

ものはナトリユームであるか何である

か， ここに出てくるわけです。その量の

強さもです。日本ですとまず化学分析を

やらなければならないのです。そこに何

があるかということを掴まえておいて，

それから一つ一つはかつていかなければ

ならない。そういう機械が入ってきたの

ですけれども， 日本で使うのは一つ一つ

しかない。値段が10倍も20倍も違うので

すよ，だからアメリカの第一線の研究所

と，言うとアメリカでも最高の機械を使

っているから，そうなったら日本で買え

るどころか，放射線医学研究所とか，そ

ういうところだったらそれに近いものを

おそかれ早かれ買うでしょうだけれど

も，水産まで回ってくるのは何年かかる

だろうと思いましたですね。

沼田 じやどうも長い時間いろいろあ

りがとうございました，この辺にして終

りたいと思います。皆さんありがとうご

ざいました。(大久保〕




