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樺太を取りまく海には貴竜な産業魚の

大資源があるの練，鮭鱒，鱈，繰， コマ

イtcどが樺太の魚、族資源を構成してい

るわ樺太水域の有用魚族の総漁獲高中，

i朔川性の械東魚j鱒は，樺太鱒の接岸が多

かったイドでその 25~26 %を占め， 出か

っ fゴrで，その 5~8%を市めている c

主要漁民の鮒鱒の漁獲ネは，{fによって

は次のようなネになっている η すなわち

北搾太では，北樺太漁業トラストの総漁

産 J~J の l:fl，その 50% が鮭鱒であり， 南

梓太東海岸ー;ii?では，東樺太漁業トラ

ストの総漁陸自ーの 47%'1:でが舵鱒であ

る口

太平汗系の島I鱒六種族のうわ，四つの

種族だけが繁舶のため樺太のM川に洲上

するのすなわち樺太鱒，ケタ(秋鮭及び

夏鮭)，桜鱒，銀賞!'の問種施iで，そのう

ち主な漁樫対象物は枠太鱒とケタとであ

る。

鮭鱒l士樺太のjiJr14子:るところで見られ

るが， しか L最も大量には比較的大きな

産卵河川j戎で捕獲されるのすなわち樺太

鱒は主として，ホロナイスグ，オホツグ

及びスタラヅブスクの各漁民で，ケタは

リブノフスク，スタラヅブスヶ及びホロ

ナイスグで捕獲されているわ漁獲は;主!と

して沿岸の定置網や比較的小規模の曳網

て'fJ-われている。樺太鱒の漁獲は， ソヴ

イェート極東部の他の地灰と同様，年に

よる数的な変動が著しいことがその村徴

であるの例えば主要漁区，すなわち樺太

南半部においては， 1928年迄は，偶数年

の樺太鱒の年級群が優勢であった。 1929

年~1932 年の聞に，偶数奇数の両年級群

の数は均しくなり(著しい数的な減少で

偶数年の群が一般並になってしまった)，

その後 (1933{fーから)偶数奇数年の周期

的な交代はなくなり，奇数年の樺太鱒の

許はより強力になった。現在， ここでは

再び劣勢な偶数年の樺太鱒の年級群が明

らかに数的に増大の傾向にある。

1952年には'常利的な捕獲を禁止する

という条件の中で， なお 1950年の倍以

上も漁獲された。このようにして，すべ

て条件が良い場合には，近い内に樺太鱒

の両年級群(土均しくなることが期待され

るわ

北樺太水域(リブノフスク地区)のケ

タの資源は，南樺太水域(ホロナイスグ

及びスタラヅブスク地医)の資源よりも

多い。ケタの漁獲高の変動は樺太鱒の場

合程ひどくなし、。

鮭鱒の全漁獲高のうち，桜鱒の占める

昌[は械く僅かであり(桜鱒は主として南

樺太西部海岸に見られ，その漁獲高は碧



漁、年で 2，000チエント不ル生越えること

はなL、)， また銀鮭は実際tこは j宝来的に

意義を全く持っていなL、。

樺太水域の樺太鱒の資似は主として大

然繁舶によって再生産されており， イj

南樺太のケタの資源の約 50%以上は人

工繁植によって維持されているつ現在|お

樺太では 11の養魚場が{，fi勤しており，

その内，(，生か 2カ所だけが陣l冷静の人工

幣化に，残り 9ヵ所がJ，として秋鮭卵の

人工桝化で活動している。

プガチェフスヶ及びクラスナポリスク

養魚場は樺太鱒の人[併化に従f許してお

り(前者は 1，500万粒の収容能力を，後

者は 500万粒の収容能力を有する)，近

年は半ばほう i裂の状態にあって，実質的

に正常な採卵及び卵の人工併化の可能性

を喪失してしまっている。

プガチェフスク養魚場の，民近 5ヵ年

間(1943~1952 年)の収容卵数は 180 万

粒から 74')万粒の範問内で上下してお

り， この期間中の平均収容卵数は 440万

粒で、あった(1寸養魚場の収容能力は1，500

万粒)ο クラスナポリスク養魚場の， 1943 

年から 1952年までの問の収容卵数は

84，000粒から 100万粒の範|場内で変動

しており， 平均 40万粒であった (ldj1坊

の収容能力 500万粒)0 IIIi日己養魚、助の人

工併化時の死卵数は;;%から 5%の範凶

内で変動しており，これら各年の平均死

卵数は 16%であったが， 長年月の問

(1929年から 1952irまで)の平均死卵

数1112%であったの養魚池で飼育中の

稚魚の焼死は，平均して 0.5%を越えな

かった。樺太魚類保護養魚場(略称樺太

養魚場)管下各養魚場の稚魚放流数は，

長年の問， 456，400尾か ら 27，110，000

宅内範凶内で変動 Lて¥.、たふ，平均すれ

ば， 9，5仰，000粒の卵に匹敵する稚魚が

放ilrtされてL、る。
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樺太鱒資源の再生産の問題に関して，

人工術化合11'.Lく五、ド仙iするため，われわ

れは梓太養魚、場:t~; 卜各養魚場!))，過去 20

年間にわたる稚魚欣流資料および悼太鱒

の漁獲高の変動についての資料を利用し

た。長年の資料(1926~1952 年)の分析

結果から，南樺太における樺太鱒の総漁

獲高中，人工桝化によって得られた魚の

占める割合は， 0.01から 2.40% (最高

の歩f昇率0.5%として)で，調査の対照

となった期間'11の平均は明らかに 0.6男6
1:越えなかった。このように，南樺太に

おける樺太鱒の人工併化は，実際には，

何程もその資源量の維持ならびに増加に

影響をおよほしていなし、。再生産は実質

的にはほとんど天然繁殖にのみ依存して

おり，人工繁殖は，もつばら環境条件の

必い，多くの重要な産卵河川で行われて

いる。

過去における日本の事業家達は，南樺

太の川川F"Jでの，鮭鱒資源の天然の再生

産に損吉をもたらした。この事について

は，文献および事実が充分明らかに立証

しているい例えば大島幸吉氏(北海道水

産1試験場長)は，~樺太水産業の近況》

と題する論文中で次のように述べてい

る。《産業のある部門は，鮭鱒の繁殖に

大きな害をもたらしている。木材の流送

およひ製紙工場の廃物は，近々 10年間

に魚I~鱒親魚の産卵MJIIを荒廃させてしま

った。 近年は製糖工場の排水および人造

石油工場の廃)j(が，鮭鱒に対する害を増

大させた/> (北水試月報 1944年第一巻

四号)。
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J".主主原住民(愛奴)に質した資料ヵ、ら

判断すれば，以前はほとんど南樺太の全

inJ J Iしその中にはレサコマルカ川， ライチ

シ川， ホロチ川， ノダ川， トマリ JII，ル

クシ川，エンビス川，キヨシユナイ川，

ミナミナイオシ川， シジヤ川， リユトチ

ア川，マカロフク川等の各河川が含まれ

るが， これらの河川には鮭鱒が，繁殖の

ために許可上して来ていたが， しかし大量

の木村流送，工業会社の建設および密漁

の横行によって，これらの河川には全く

魚、がL、なくなってしまった。その他の河

川|は2，3の例外を残L，工業会社が放出す

る汚れた排水や，特に木材流送によって

いちじるしく汚染され埋められている。

魚類保護養魚局は長い間かかっても

(1945年から 1952年まで)，この厄介

な遺産の清算，および南樺太の鮭鱒資源

の正常な天然、繁績のための環境条件を創

造することについて， ごくわす刀、しか尽

していなL、。

魚t鱒が産卵場にI何L、， ) I1沿に上流に行

く州上経路の環境条件全改良するために

は，正常な氷の状態を造り IHす事，天然、

繁舶の好条件を良1]る事が必要である。す

なわち，

1)樺太の産卵河川の岸沿に，水勢に

応じてMJII全長の左右IJij岸に，幅 500米

までの治水森林地区を設けること。

2)樺 Aの産卵河川の沿岸に分布する

石油，製紙，および木材加工場の各工場

指導持に，魚にとって有害な未浄化の排

水で‘水質を汚濁する事を中止し， 1953~ 

1954年の聞に浄化装置を建設するよう

義務づけること。

;; )全管下の木材供給準備機関に，

1953年から 1954年までの間に， 全産卵

河川内の木材堆積物や塵芥苛で塞がれて

いる所を取除く事を義務づけ，同時に木

村流送のための仮設または恒久的危堰堤

を造る場合は，産卵場に向う，必要かっ

充分な親魚の湖上数を保証するよう義務

づけること。

4)漁業規則違反に対する罰則の強

化，特に密漁に対する罰則を強化する。

長年の間われわれは，養魚局に対し， こ

の問題を提起しさらにソヴイエト連邦

の漁業大臣に対しても，この問題を提起

したが， しかし効果がなかった。

太平洋漁業海洋科学究究所樺太支部は

たびたび反復主張し，いち早く樺太の鮎

鱒再生産のための環境条件改善に必要欠

く事の出来ない施策を実行したのに皮

L，養魚局は'(f僚主義的な通牒という方

法でやっと立上り，樺太の鮭鱒再生産の

ための不都合な状態を明らかに過少評価

していた。

われわれの提起した問題に対する回答

のーっとして，養魚局は次のように書い

ている。(1952年)。すなわち《水質のめ

濁や塵芥の堆積の問題に関し，太平洋漁

業海洋科学研究所樺太支部は，これこJL
の工場が， これこれの河川を汚濁してい

ると具体的に書いてないので，当養魚同

としては必要な施策を講ずる事が出来!.r_

い》と回答している。しかし，すでに樺

太にはここ 8年間，その全域にわたり，

養魚局管ドの監督官網が存在しているの

である。この間に，南樺太には 2liJlにわ

たって養魚、局の局長代煙 T.ソワレワ氏

が来ている。それでもなおかつ養魚局に

は，樺太の鮭鱒再生産についての実態が

はっきり分らなかったというのである〆

鮭鱒の産卵条件改善に関する効果的な }j



法を具現するという重要な問題につレて

は，養魚局はきわめーて安易なものに取り

ついたのである。すなわわ， <<同じ|叶答

文書の中で養魚局は 当養魚局の漁業監

督'宵の定員数が少ないので，漁業規則違

反者を撲滅するため，広く社会的な漁業

監視を喚起する》と述べている。勿論社

会的な監視は，魚類保護および養魚のた

めの地)]的な組織として重要な補助子段

とはなり得るが， しかしある場合には決

して社会的な監視は，監視機関に代るべ

き方法とはなり得なL、。

普通の漁業監督官の働きに期待する事

は11¥来なし、。例えば，オヒンスクの漁区

は延々 14')7kmに及ぶ(河川を合めない

で)海岸線を擁しており，しかも監督官

の定数は 4名であり， また 633kmに及

ぶ海岸線，これにプラスする事の，全長

500kmに及ぶホロナイ河と，全長 1，000

kmに及ぶ 35の支流(その他の産卵河

川は合めなしうを抱えたホロナイ地域で

は，一地域の監督をわずか 2人の漁業監

督宵で行なっている。

報告の本題に返って，秋鮭の人工繁殖

に閲する樺太養魚場管ドの各養魚場の活

動について詳述する。

養魚場は樺太の主要産卵河川に配置さ

れている。これら主要河川には重要な産

卵場がある。養魚場が配置されている 9

つの産卵河川の内， 4つのがIT)11 (タコイ，

オコオー，アサネイおよびタランドマリ

川)は天然、繁殖で充分間に合うか，ある

いはほとんど人工繁殖を必要としなL、。

長近 5 カ年間の(194g~1952 年)南樺

太の各養魚場の収容卵数は 3，300万粒か

ら9，500万粒の範開内にあり，平均5，900

万粒であった。併化期間中の卵の消耗率

は2から 18%の範囲内にあり平均 8%

以下である。養魚池での飼育中の稚魚の

損耗は，平均0.5%以ドである。長年の

(1942 年~1952 年)秋鮭稚魚の放流数は

102万尾から 8，450万尾の範問内で変動

しており， 27年間の平均放流数は 3，660

万尾であった。

最近数年間，樺太養魚場管干の各養魚

場では，性的成熟までの魚の生存量を明

らかにする目的で，右鯨蓋の切断あるL、

は年によっては脂鰭を切断するJj法で秋

鮭および樺太鱒稚魚、の標識を実施した。
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1947年にはまず手始めとして，南樺太で

特に秋鮭の稚魚70万尾を標識した01948

年には現有のほとんど全部の養魚場が

標識試験に参加し， 1，174，000尾 の 稚

魚，その内訳は秋鮭 962，000尾，樺太鱒

212，仰0尾が標識された。 1949年にはさ

らに 1，160，000尾の稚魚が標識された。

その内 989，000尾が鮭であり 171，000尾

が樺太鱒であった。 1947年から 1952年

の間に全体で 300万尾以上標識された

が，その内約 500，000尾が樺太鱒であっ

た。海に放流するまて、の，養魚池内飼育

中の標識稚魚の損耗率はさほど大きくは

なく， 平均して 0.3~0.5% の範囲を超

えなかった。

これによって成熟した標識魚の回帰に

関する確定的な結果が得られる事を期待

した。l-かしながら，実際には別の結果

が現われた。

樺太鱒は一般的に 2年後に河川内にIflJ

帰して来る。従って 1948年および 1949

年に標識された稚魚は成熟魚と 1949年

および 1950年に回帰する事が期待され

た。時を移さず，捕獲物中の標識魚を発

見するため適当な措置が講ぜ、られた。実
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質的には二つの地域(オロナイスクおよ

びプガチェフスク養魚場)で樺太鱒の稚

魚の標識を実施したので， これら事業区

(特にホロナイおよびモグンタン河)に

おいては， 1949年および 1950年の樺太

鱒の産卵棚上時に，漁獲物中の標識を発

見するため，樺太養魚場の全労働者の全

注意力を結集する必要があった。勿論い

うまでもなく他の地域でも観察が行なわ

れたが，上記の地域ほど広範囲には実施

されなかった。しかし標識魚採捕発見の

ための措置が適当でなかったためか，結

果的には 1949年には， 捕獲物中には標

識魚の標本は 1尾も見出せなかった。し

かし 1950年には全部で 45尾の標識され

た成熟魚、が(年齢2歳)発見された。す

なわちこれは 1948年に標識された稚魚

全数の 0.03%に相当するものである。

樺太鱒の稚魚に比して， ケタの稚魚は

大量に標識されたが，再捕された同帰魚

の標本はただの 1尾だけで、あった。 1947

年にわれわれは予備試験としてカリーニ

ン養魚場で 25，000尾の樺太鱒稚魚の標

識を実施したが， 1943年の成熟魚として

の標識魚の同帰率は 0.65%に及んだ。

樺太養魚場の各養魚場から放流された

標識魚の|司帰があまり多くなかった事

は， まず第一に樺太養魚場の場員の，漁

師に対する説明，さらに水産加工場の労

働者に対する説明が全く不充分て、あった

事を意味する。一般に仕事は標識魚採捕

に関する印刷されたピラを配布するだけ

に止まっており漁師および水産加工場の

労働者による標識魚の発見に対する報酬

は支払われなかった。標識魚、の発見に関

する監督に対しては，養魚場の労働者も

また樺太養魚場の職員も，あまり広くは

責任を問われなかった。若干のコンビナ

一人例えばスタロドブスクの漁業コン

ビナートに対しては， 1950年の標識魚の

採集が，樺太養魚場と何の関係もない人

物によって(コンビナートの化学工業実

験室の労働者によって)委任されていた。

結局は標識の方法が悪かったのだが，

稚魚の標識には，大きな外科用の欽が利

用され，一つの鰭だけで，異った二つの

鰭の組合せ切断をしなかった。その事に

ついてわれわれは一度ならず樺太養魚場

の職員や養魚局の代理人に注意した。養

魚場や養魚場を含めた，魚類の保護およ

び養魚関係の組織は，魚の標識について

は特に形式的で，養魚局は毎年樺太養魚

場に対し鮭鱒稚魚の標識放流計画を下す

だけである。さらにそれを樺太養魚場が

管下の各養魚場に指示して，標識された

稚魚の数を報告させる。誰も養魚場を点

検しなければまた，その作業の経過には

興味を感じていなL、。各養魚場の襟識に

関する資料はなんら，樺太養魚場に報告

されなかったし，全く点検する事なし

に，受理された数字的な資料を迅速に養

魚局に発送している。さらに各養魚、場

は，樺太養魚場に連絡する事なしに，養

J魚池からがI川中に稚魚を放流している。

このような状態では，卵や稚魚の損耗数

を少く報告し，あるいは標識や，稚魚の

放流数を多く報告する可能性を除く事は

出来なし、。この事については，われわれ

はくりかえし，養魚局およびソヴイエト

，連邦漁業大臣の代理人である，樺太主主魚

場の注意をうながした。

秋鮭の天然繁殖が完全に(例えば西海

岸の 3つの養魚場)，あるいはほとんど完

全に(南樺太の東部沿岸の 2つの養魚場)



人工繁殖によって肩代りし得る養魚場に

ついて，われわれが埋論的に計算した，

1926年か 194ち年の間の成魚(最も大量

に11;;年魚として性的成熟に達する)の

|口!帰率は， j同海岸の養魚場の分について

は，実際に放流した稚魚数の 0.1から

6.0%の範囲内で変動しており一平均1.7

%の|口l帰率であり，東j毎岸の養魚場分で

は， 0.9から 5.5%の範囲内で変動し， t 

平均 2.5%の回帰率であった。もし天然

繁舶によって生じた回帰魚を除外すれば

(約 0.5%)， 人工繁殖による同帰率品

約2%となる。南樺太水域に於ける秋鮭

資源再生産の，全体的な過程の中で，秋

自iの人工繁舶の意義を評価するために，

樺太鱒の場合と全く同じ方法で，過去 28

年聞の養魚場からの稚魚の放流，および

そのf年間(1924~1952 年)の性的成熟魚、

の捕獲高の変動に関する資料を利用し

て，ケタの全漁獲高の中で，人工繁殖に

よる魚の占める割合を，概略明らかにす

るため理論上の計算を実施し た。この計

算(平均 0.5%の歩留という条件下で〕

の結果で次の事が分った。すなわち南樺

太の秋鮭の全漁獲高中， 人工瞬化によっ

て得られた秋鮭は，長年の平均(l924~

1952年)で 62.8%を占めている事が分

った。養魚場におけるケタ稚魚飼育の価

値は高L、。まず第一に，勝化の法員1]に関

する知識がきわめて低い事から，樺太に

おける鮭鱒人工繁殖の技術研究がきわめ

て貧弱であるという事がはっきり分る。

さらに樺太養魚場の各養魚場は，現在ま

で，卵や精虫の質を決定する良い形質を

もった親魚を撰択するという，簡単な処

置を行っていないし，また多くの養魚場

では，卵の併化や稚魚の飼育をきわめて

少い注水の下で行っている c，第二に，若

干の養魚場は，明らかに活動が不充分で

ある。例えば，アニワスク， タラナイス

クおよびオホーツクの各養魚場は，はと

んど毎年のように， H佐単に稚魚の放流の

みならず，採卵に関する生産計画をも達

成していなL、。例えば，アニワおよびタラ

ナイ河の天然、産卵場に魚を放流したり，

、受精卵を上品の養魚場で人工瞬化するた

め，他の地域(特にベレズニヤコブスク

あるいはソコロフスク養魚場)から移植

する等の方法を講じて， これら地域の鮭

鱒資源、を強化すると L、う確乎たる目的を

もって， これら裳魚場の仕事を再検討す

べきである。オホーツク養魚場において

は，水工学の技師を連れて来て給水源の

綿密な調査や，卵の正常な人工桝化およ

び稚魚の飼育が実際にIU来るかどうか調

査する必要がある。

ホロナイスク， カリーニンスク，ヤス

ノモルス 7およびソコロフスクの各養魚

場は， さらに深く突込んだ全面的な調査

を実施する必要がある。これらの養魚場

11一般に採卵計画や稚魚の放流計画を達

成してはいるが，卵の人工卵'f化の条件，

特に稚魚飼育の条件が明らかに不充分で

ある。以上列記したような欠陥を解消し

て始めて，稚魚の歩留がL、ちじるしく思

い養魚場から，飼育と放流の効果を期待

する事が出来る。もしも若干の養魚、場

(特にソコロブスクおよびベレズニヤコ

フスク養魚場)におL、て，性的に成熟Lた

ケタの|司帰率が，おしなべて事実平均の

2%あるとするならば， より充分な餅化

に関する知識をもって， しかも卵の人工

瞬化ならびに稚魚飼育に適した条件を創

り出すならば，単に回帰率が高くなるば

17 
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かりではなく，大きく全養魚場の仕事:を

特徴づけるであろう。このような条件の

中で，人工繁績は，陣太の鮭鱒資源再生

産のための基本的な， Lかも主要な方向

となり得るわ

今や，秋鮭の資源をl'町長しi竹大させる

ためには，附化の過程における機構の要

求とマッチした養殖技術をマスターし

た，現千干の長魚J揚網を強化すべきである。

組織的な研究試験を行うためには樺太

養魚場のカリーニンスク研究場を復活さ

せる必要がある。かつては，この研究場

が中心となってきわめて興味深い実験が

りなわれていた。例えば人工授精した卵

からj，Wl河性の桜鱒を，養魚池内で非常に

小型のi拘!凶性の桜鱒程度の大きさの淡水

型の成熟魚、まで飼育した。焼死した親魚

{i固定されなかったが，その代りに 2年

の間， これらの魚の雌から毎年採卵が行

なわれ，一方雄からは人工授精受のため

精液が採集された。この試験は親魚飼育

のための条件が欠除していたために中止

された。同研究所の養魚池内では充分成

長した (:~O~:~5 cm)虹鱒が飼育されて

いた。 1947~1949 年の聞にわれわれは，

悩鱒との異種交配試験および，これによ

り得られた雑種の飼育試験を実施したっ

主た同時にiifqJlニ性の桜鱒を 1年魚、まで飼

育Lた。樺太鱒の導入に関する試験，稚

魚の人工餌料に関する試験，鮭鱒の養殖

技術試験(卵の吸水膨潤のプロセス，輸

法の様式，光の影響および卵の発生経過

の速度等)を実焔した。当場は完全に老

朽し閉鎖されたので， 1949年にこれらの

非常に重要な研究は総て中止された。そ

の後， この復興のためにやjも本格的に行

なわれていなL、。いわゆる実験養魚 i坊

は，給水用の水源河川を含めて，稚魚を

保有するための修理された池をもたず，

最近 2 カ年間(1952~195a 年)は特別な

区域として仕切られ， しかも太陽光線を

j虚依することも出来ないような河川本路

内で維魚を飼育しているという事実が，

その実情を充分物語っている。出来るだ

け迅速に， カリーニンスク養魚場合復旧

し，鮭鱒繁殖事業の領域における IE真正

銘の実験基地となるような形体にまで 1"1
復する必要がある。

樺太における秋魚L鱒資源;の再生産全強

化するため，養魚局および樺太養魚場

は，産卵河川内の秋鮮の再移嫡に関する

大規僕な仕事を， 目的にかなうように組

織し， さらに過去において確ヂたる結果

を生み出した試験と，娯似した試験を組

織する。 1925年から 1934年までの間に，

トコイ，ハボマエ，マグンコタン，アイン

スク，アサナエ，イチヤネ等のM川で人工

~Wf.化をするための発眼卵が，カリーニン

養魚、場からだげで 5，220万粒移嫡され

た。その結果ヒ記の各河川にケタが繁殖

のために湖上 Lて来た L，タコイiロj地域

(ナイパjロI支流)は現在では南樺太にお

ける秋鮭の最も大きな漁場となってい

る。この過程は，例えば次のような多少

完全な文献資料で知る事がU¥来るじカリ

ーニンスク養魚場からハボマエ1nJへの，

秋鮭授精卵の移植は 1931年から始まっ

た。毎年発眼した生卵 100万粒がハボマ

ェ河に移摘され，河床内で人工的に1師、化
された。すでに 1934年から性的成熟魚

として秋鮭が回帰し始めた。 19M年には

ハボマエ{可で、 166尾の親魚が捕獲され

た。 1935年には 219尾と，毎年漁獲はよ首

大した。その結果 19:~8 年には， ハボマ

ェ;ロjに，秋鮭人工繁殖のため， JIX'各能力

:210万粒の養魚場が建設された。 1942年

には，そこに aoo万粒L上の卵が集めら

れた。現在この養魚場は役に立たなし、も

のとして作業は中止され釘づけにされて

いる。そうして親魚、は例外な Lに漁業規

則違反者によって取尽されている。南千

島列島においては， 1947年から始まつ



て. I叶じように，鮭鱒の移植が実焔され

た。例えばエトロフ島では《ウネベ・ソ》

養魚場から紅の授精卵が，ビライト河に

移殖され，河床内に;おいて人工併化され

た。数年後， この地域の漁獲物中に性的

に成熟した紅(ネルカ)が見え始めた。

過去においては，ネルカはここには全く

湖上しなかった。従ってこの種の施策は

確かに，鮭鱒資源の再生産を促進し，あ

る程度その分布地域を拡大している。

10，46年に，これに似た様な施策を実施

するよう，養魚局に対し緊急に問題を促

起した。 1951年にわれわれは養魚局に対

し施策案を提示した。その中には簡単で

はあるが， この点に関し，試験が非常に

長要である事が予見されていたc 案の内

容を要約すれば次のようになる。

1)近々数年間に(樺太鱒が強力に銭

近して来た年に)プガチェフスク養魚J易

からクラスノポリスク養魚、場へ，アイン

スク河地域の資源を哨強ずる目的をもっ

てI 20万粒以上の樺太鱒の授精卵を，ま

たカリーニンスク養魚からは 10万粒以

kの秋魚tの授精卵を移摘する。

2) 1951年から計画的に樺太鱒の授

精卵をプガチェフスク養魚場から， レソ

コルキ川流域に.M床で人工瞬化させる

ため移殖するの

nカリーニンスク養魚場から， ピオ

ネルスク養魚場(ハボマエ河)へ毎年

15Q万粒以上の秋鮭卵を移植する仕事を

復活させる。

4) inJ床で人工僻化を行うため， ソコ

ロブスク養魚、場から，ウリュウyilJへ秋鮭:

UJ.f受精発眠卵 200万粒を移殖すること。

将来，樺」太〈鱒および

指しての移般の施策は，資源が枯渇して

いる南樺太の西部海岸および千島列島の

主要な産卵河川の総てを含めて，出来る

だけ大規模に実節する必要がある。

南樺太における樺太鱒の人工併化は，

少しも本質的には資源の強化に影響をお

よぼしていなL、。それにもかかわらず樺

太鱒の数は，ただ単に天然繁殖のお蔭で

比較的高い水準を維持しており，そうし

て豊漁の奇数年には充分高い漁獲高があ

がっている。偶数年の薄い樺太鱒の年級

群も同じように天然繁舶によって哨加し

ている。したがって現在のような，天然

の再生の状態のトでは， また，当分の間

充分効果の上る樺太鱒人工繁殖の方法が

ない段階においては樺太鱒人工繁殖のた

めに，新らしい養魚場制の建設を拡大発

展させる事は，われわれの意見としては

時期尚早である。

Lかしながら将来，樺太地方の人民経

済の各部門がさらに工業化されるにつ

れ，樺太の天然資源をより完全に利用す

る事によって， またそれと同時に，主要

産卵水面の渓谷地帯の植民とによって，

たとえ完全にとはいえないまでも，あら

ゆる場合に鮭鱒の産卵場がL、ちじるしく

縮小される事は避け難く，人工繁殖は単

にケタばかりではなく，樺太鱒の資i除、の
再生産に主要な意義を持つようになる。

従たがって，すでに今から倖太養魚I誌の

現布の 2つの長魚場(1つは南樺太の栄

治t岸. 1つは西湖岸)を実験場に改造す

べきである。その主たる目的は併化に関

する徹底的な研究の基健の l二に立って，

樺太鱒人工繁殖の最も効果的な方法を研

究する事にある。現在の樺太における鮭

鱒漁業と，鮭鱒の人工繁殖との実状は要

約すれば以ヒの如くである。
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群をJE常にliil復させる中心的な問題

は， 目下のところあらゆる場合に棒太鱒

の天然、繁舶のための条件を，あらゆる)j

法を講じて改善し，河川および産卵場を

実際に保護する事にある。このような条

件のもとで， この重要な漁獲対象物，す

なわち漁獲量の限定されている樺太の魚l'

樽は疑いもなく増大する。


