
今岡本誌で紹介された米沢氏の米・加

視察;炎の筆記を拝続して，その観察の新

鮮味，鋭さ，鮭鱒資源研究の方向，資源

保護事業方式， ~降、化場の問題，養鱒の問

題などの新知識が得られ，またこれを北

海道の鱒鮭資源維持方式などから眺めて

見て，大局的見地に立会ってと批判を戴い

ていることは，われわれ技術者として大

いに感謝する次第であるが，特に興味を

惹かされたのは，米・加の漁業社会にお

いて生物学ブームを呈していることは，

おもしろい社会現象だと思っておりま

す。この種の問題は鮭鱒の増殖関係当局

として大いに反省しなければならない点

があり，これらの点についていささか所

感を述べて見たいと思います。

米・加の鮭鱒資源維持方式の基盤は常

に経済的でかつ能率的な方策をもって行

われているが， これらの憎殖方策につい

ても明確な調査研究の結果から得た基礎

理念に基づいた事業で，事業効果の科学

的分析，検討などの確認が行われて常に

事業が進められていることは，大いに学

ばなければならない点であり，斯る点に

ついては事業運営の面に大いに取入れる

必要があろう。米国において一部解化場

の経営は，非経済的であるばかりでなく

極めて非能率的であるという結果から，

人工瞬化事業を否定している所も見られ
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るが，この理論ずけには，僻化場で生産

された稚魚数よりも，天然においてはな

を100平方フィート当り稚魚 5，000尾

(長2粁幅15mで稚魚 1，200万尾生産可

能〕の潜在生産量が認められているし，

人工幣化事業によって得た生庫稚魚数よ

り，天然、の潜在生産量がはるかに多いこ

とが確認され， さらに人工幣化事業によ

って生産された稚魚と天然、で生産された

稚魚の死亡率，回帰率を実験的にギン，

シロで調べた結果では，野生のものは，

はるかに丈夫で回帰率の点から見ると約

倍の 2: 1の値を示しているといわれて

いる。勿諭北海道の現状は米国とは河川

の大きさ，湖上量および環境など異ると

ころわあるが，鮭鱒増姫事業の在り方に

ついてはさらに検討の要があろう。現実

の問題として北海道のある河川の天然で

生産された稚魚は，解化場で生産された

稚魚よりも大きく丈夫で，沿岸に早く降

海することが認められているにもかかわ

らず，捕獲方法は年々改善され，漁獲努

力は強化せられ，人工併化事業成績は上

る結果となるが，天然、の潜在産卵数が少

くなり，天然、の生産力は低下することと

なって，反面体力の弱い稚魚、が放流され

ることになるし，その結果がはなはだ疑

問な点が出て来るわけです。少くとも現

在の稚魚、の管理方策について改善の要が
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出て来る。すなわち現在の稚魚の管理は

養魚池内に各異なった，ステージに併出

した稚魚が，一絡に放養されるしその減

耗が多くなるばかりでなく，稚魚、の体力

を弱め，解化場で生産された稚魚、を一度

に放流して，河川内の害魚、の減耗を少く

する立前で行われているが，これによっ

て弱い稚魚が放流となると，ここにも疑

問が出来るわけです。こうした放流方法

は，放流降下時期が噌々遅くなる結果と

なりi降海時には頂度コーナゴ漁業の最

盛期に合致して， J:!'j々 混穫による減耗が

多くなることが予想、されるので，特別に

濯i段溝のない河川については併遊したも

のから，逐次放流して早く天然、餌料を摂

餌させ，強健な魚、を降下させる方が，河

川内の減耗も少くなるものと推察される

し，これらの方策もさらに推進めなけれ

ばならない点である c 内容は多少順序が

不同となりますが，先に述べたように，

天然で生産された稚魚、が丈夫であるとい

うことは，資源の培養上重大なことであ

る。北海道の鮭鱒についても，天然、で生産

された野生の稚魚、が丈夫で資源に大きな

役割を示している一例を示して見ると，

その好い例としては，日本海のサクラマ

スなどが挙げられる。サクラマスの人工

瞬化事業は， 日本海側では尻別川のー河

川で実施されているのみで，その他の河

川ではほとんど天然で産卵しているもの

と考えられるが近年日本海のサクラマス

の漁獲高を見ると，昭和33年度では，約

31万〆内外と推定され，乙れら人工JW}化
事業の実体から見ると，この漁獲高は，

人工瞬化事業の微々たる数量よりも天然

の潜在生産力が大きな要因と考えて良い

と思われる。乙のように北海道の鮭鱒資

源については，天然、の生産源は見逃すこ

とが出来ない存在であるし，大きな役割

をなしているが，北海道における天然産

卵の保護対策は，消極的で，ある河川に

おいては，天然、に充分産卵されている個

所を放置の状態においているため，冬期

の渇水期に産卵された卵が凍結したこと

があり，ある程度の河川内の工作物によ

って凍結する乙とを，未然、に防止するこ

とも出来ると考えられるので今後検討の

要がある。また人工僻化事業を実施して

いない河川は，ほとんど密魚者に解放し

ているという状態で，ある河川では，天

然産卵された卵を，産卵床から卵を取り

出して食用に供している所も見られると

いう状態である。

以 tのように天然に生産された野生の

稚魚、が丈夫であるということは，将来の

回帰に大きな役割を示すことは確実であ

るので，天然による生産量の培養策を大

いに考えて行かねばならない。河川の環

境によっては最近米・加で盛んに実施き

れている人工天然産卵床方式を取り入れ

て行くべきものと考える。例えば道南の

小河川である茂辺地川，知内川の場合の

ように河口附近から好天然産卵床である

ものでは，人工府化事業とともに人工天

然産卵床方式を考えるべきであると思う

その方法には第一図に示すような試案も

考えられる。すなわち河口に比較的近い

天然産卵床附近に第一区産卵床設置のた

めの魚留を設け，上流への湖上を阻止し

て， 自然産卵するのを待つ，大体産卵床

に見合うだけの親魚が産卵し終った頃を

見計らって，ヲ|き網によって産卵し終っ

た親魚、を採集，このとき不用雄魚は取り

除き，未熟，未成熟親魚は第二区産卵床
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の方に移す，選別し終ったら第一区の魚

留を取りはずして，順次上流に同様な方

法で移して天然産卵させる方法も考えら

れる。この方法によると，産卵し終った

不用親魚、も利用出来る，簡易な天然で生

産される一つの方法であると思います。

天然で生産された稚魚が，丈夫だという

ととになりますと，大いに，これらの方

策監理も考えなければならないし，資源

の培養施策には是非とも取り入れて行き

たいものだと思います。

このように人工を加えた天然、産卵方式

を考えると，一定の場所に産卵させるこ

とも出来るし，監理も容易でこれに天然

産卵床に人為的改良を加えると，併化率

も米・加の60%をしのぐ結果も期待出来

るし，事業として取り入れても充分な期

待がもてるものと思われる。

次l乙m呼化場の問題であるが併化場の経

営は経済的でかつ能率的な場合のみが認

められているもので，附化場の運営には

常l乙科学的検討を加えるべきである。現

在北海道には55個所の国営僻化場と 16個

所の民営勝化場があるが，これらの個々

の河川毎の瞬化場を眺めてみるに，非常

に優秀な併化場と，成績不良の個所があ

る。これらの個所については早急に成績

の挙がらない原因，成績の良い個所につ

いても，成績良い原因など，さらに科学

的検討をなす必要がある。乙の科学的検

討には毎年のめん密な記録が必要となる

もので，要因には水温，水質か，過去の

放流状況はどうであったか，濯i既溝，稀

魚、の混獲による減耗がなかったか， とい

う問題になるわけです。 ζれらの問題の

究明にワシントン大学のドナルドソン教

授は遺伝学的考え方から，自分で実験そ

20年も続けて，成功を収めていることは

その努力に敬意を表さざるを得ないし，

乙のことはわれわれ技術者として大いに

見習うべきことと思iう。こうしたデータ

ーによって事業の適切な拡充，整理の処

置が必要とされると思う。

次l乙鮭鱒資源研究の問題にふれて見る

乙とにする。先程述べたように，米・加

の水産社会において一種のと生物学ブー

ムミの様子を呈していることを紹介した

が，これは，水産資源学の進渉とともに

全般的にいえることで， これは水産資源

量そのものの解決は，従来の水産生物学

のテクニツクでは解決出来なくなって来

ているし，学nnの発展段階も，基礎研究

によらなければ，何にも得られなくなっ

て来ていることが述べられているが，こ

れらの傾向はわが国においても，水産資

源学の進渉とともに，同様な行きずまり

に直面しているし，何んといっても基礎

研究からの積み重ねが必要となって来て

いる情勢にあると思いますO こうした情

勢にタイアップした研究態勢が必要だし

従来とかく基礎研究を無視しがちな役所

の空気は，打破しなければならないと思

ワ。

基礎研究の研究テーマの方向について

は本文に見られる通りであるが，従来の

当場の研究テーマから見て，鮭鱒噌殖の

機関として是非とも力を入れて究明して

戴きたいことは，人工・天然、の稚魚が河

川に出てから，河口迄の減耗，さらに沿

岸での減耗の究明は，われわれとしても

是非とも究明して戴きたいと思っており

ますい鮭鱒漁業の国際性から考えると

鮭鱒の全般的な一貫性のある研究態勢が

必要と痛感せられます口



最後にニジマスについて見ますと，日

本のニジマス事業についての問題点は，

本文で詳わしい，と指摘，ご批判を戴い

ているので，申し上げることもございま

せんが，新しいアイデアとしてドライ・

フィードの出現は養鱒業の革命Tごと思い

ます。日本の養鱒には是非とも取り入れ

たいものです。あらゆる栄養素を含んだ

餌料を大会社による大量生産によって，

安価な値段で，養魚家が購入出来て，簡

単に誰でもやれることになると，コスト

は安くなるし，養鱒事業も大いに普及さ

れる乙とになる。また従来の方法のよう

に餌料工場，冷蔵庫の設備なども不要と

なるし，大いに取り入れてよいものと思

います。養鱒が一番問題となっている餌

料問題の解決が出来るとなると冥剣に取

り入れたいと思います。

以上感じたことを思うままに書いて見

ました。皆々様のきたんのない意見をも

聞かせて下さい。

(企画l謀技官)

日ソ漁業交渉で脚光を

浴びた春ニシン天然産

卵調査
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当場が昭和26年より本道日本海沿岸の

春ニシン天然産卵の調査に着手し，当時

継続実施されていた春ニシンの増殖事業

にともなういろいろ未解明の点を明かに

しようとしたことは今思えばはなはだ有

意義なことであった。

乙の請査は当時場員がニシンの増殖事

業のため現地に出張した機会を利用して

聞込みゃ観察を行うとともに北大水産学

部教授田村正氏(現水産学部長〉をわず

らわし北海道さげます鮮化場大久保正一

技官，北泌道立水産試験場広部武男技師

(潜水担当)， 北海道立水産僻化場藤田

忠，後年l乙移って同場大東信一技師，内

山正昭技師らが加わって「北海道西海岸

における春ニシンの天然産卵の観察」と

いうテーマで I~町 (1953~1956勺のレ

ポートを出してきた。

読者諸賢はすでにと承知と思うが第 I
報は田村，大久保(以下敬称略〉による

予報的な観察，第n，第E報は潜水によ

る産卵床調査をも加えた総合的な観察

(旧村，大久保，広部， 大東， 藤田)，

第百報は潜水調査を欠いて外見的観察を

主としたものである〔大東，内山〉。

乙れらの一連の調査年次において上掲

の関係者のほかに15名の当場(道・国)

職員が天然産卵状況の観察に参加した。

この調査によって産卵生態，産卵の範




